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444,30398,768７．本事業経費
（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

120,000千円

大学負担額

90,823補助金申請額

25年度 26年度年度（平成）

各年度補助金申請額の上限

95,97494,29244,775

27年度24年度

大学名：芝浦工業大学　申請区分：特色型）

103,701

28年度

46,085

4,4764,476 4,476

内
訳

4,4761,310 19,214

合　計

425,089

95,299事業規模 100,450

99,225
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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

建学の精神： 社会に学び、社会に貢献する技術者の育成 

芝浦工業大学は建学の精神を 21 世紀に展開するため、教職協働による大学改革を推進する「チャレン

ジ SIT90 作戦」を 2008 年より開始している。この活動は、建学の精神を基に、グローバル化する現代社

会を背景として「世界に学び、世界に貢献する理工学人材の育成」という理念を全学で共有し、「1.教育改

革、2.研究の活性化、3.社会貢献、4.国際化」の 4分野における不断の大学改革を教職協働で推進するもの

である。 
教育使命： 本学の教育では、グローバル化する社会（世界）の実相を通して理工学を学ぶことで、複雑

化する国際社会において技術者や研究開発者が直面する問題に柔軟に対応し、解決できる能力を育成する

ことを目標のひとつとしている。 

本学では、実践型工学教育を通して、産業界の第一線で活躍する卒業生を輩出してきている。産業界のグ

ローバル化に伴い、多様な国際社会の中で、世界と協調し、その発展に寄与できる人材の育成が重要と認

識し、急速な経済成長をとげるアジア地域の大学と教育研究分野における相互交流を積極的に進めてきた。

この教育環境を一層強化し、リベラルアーツ科目、専門基礎科目、専門科目と工学リベラルアーツ科目(下

記参照)を体系的なカリキュラムにまとめ、実施することで、理工学者としてグローバル化した社会に貢献

するために必要な、次頁に示す 9つの学習・教育到達目標に示される知識・能力を統合した能力の育成を

本学の教育使命としている。 

「工学リベラルアーツ科目」：①初年次と②高学年での工学リベラルアーツ科目から構成され、①は社会での工学の使われ

方の学習とものづくり体験により、工学・技術・職業とは何かを学び、専門科目への導入を図る科目であり、②は専門科目

を生活・社会への応用の中で学ぶ科目で、PBL、インターンシップ、卒論、倫理、産学連携研究/プロジェクトなどの科目で

構成され、専門教育の理解度の向上と、「世界に貢献する理工学人材」を育成する科目である。 

≪構想の目的≫ 

 芝浦工業大学では「国際社会の多様性を理解し、協調性を持って、国際社会の発展に寄与できる人材」

すなわち「世界に貢献できる理工学人材」の育成を目標とする。具体的には以下の能力の育成を目指す。 

I. 語学力･コミュニケーション能力：工学基盤の上に立ち、語学とモノやサービス等を介して、相互

理解できる能力。以下、「Ⅰ.コミュニケーション力」と表記。 

II. 主体性･積極性･チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感･使命感：競争的状況においても、長期

的展望に立って国際協調を実現する能力。以下、「Ⅱ.グローバル人間力」と表記。 

III. 異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー：自然環境、経済環境、文化宗教的背景

を理解し、多様性を認める能力と、日本文化を行動によって発信できる能力。以下、「Ⅲ.異文化理

解力」と表記。 

IV. 課題発見能力と倫理観に裏打ちされた解決能力：技術的経済的活動への社会的影響を判断できる能

力。以下、「Ⅳ.問題解決能力」と表記。 

本構想では、「世界に貢献できる理工学人材」に必須の上記の 4種類の能力を包含する本学の 9つの学習・

教育到達目標（p5-6 の(a)～(i)参照）を設定する。卒業後 5 年程度で本学の育成人材像(p6 参照)である

「グローバル化社会の複合的問題の創造的解決を図ることができる自立した理工学人材」になるために必

要な水準を達成できる卒業生の育成を目的としている。 

 本構想の具体的実施内容としては、本学がこれまで進めてきた「教育の質保証と国際通用性向上」を目

標とする教育改革を推進し、この基盤の上に、①教員・職員・体制の総合的なグローバル教育力向上、②

語学力育成教育、③日本人学生の異文化理解を促進する留学支援、を中核とする国際化プログラムを実行

するものである。このように教育改革を連動させることにより、本事業終了後も継続的に「世界に貢献す

る理工学人材」を養成し、世界と協調した日本社会の発展へ寄与することができる。 
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

≪大学の教育目的・特色≫ 

本学の教育目的：芝浦工業大学は、モノづくりを介して人材育成を進めてきた。本学の教育目的はこれを

ふまえた前頁に示す大学の「教育使命」と、次頁の「育成するグローバル人材像」の実現のために、学生

が卒業までに、下記の本学の学習・教育到達目標として示す4カテゴリー・9種類の知識･能力を、それらの

達成目標水準も含めて身につけ発揮できるように育成することにある。達成目標水準としては、教育学で

用いられている改良版Bloom’s Taxonomy（ブルームの目標分類）の6段階の達成度レベル指標（記憶、理

解、適用、分析、評価、創造：各内容はP7上参照）を用いて斜字で示した。 

本学の教育プログラムの特色：この定量的達成度評価可能な全学の学習・教育到達目標で定めた知識・能

力を全卒業生に身につけさせるため、各学科の特長を加味した学科別の学習・教育到達目標を設定し、そ

の達成のための、工学リベラルアーツの範疇に入る科目を核としたカリキュラムによる体系的教育を実施

し、その教育成果の達成度を、学習到達目標評価基準(以下、ルーブリックと記述)を用いて定量的に評価

し、その結果によりプログラムを改善する、というPDCAサイクルにより質保証された教育体系の枠組み

が既に構築されていることにある。 

本構想は、このような教育の質保証体系の下で、下記の施策実施により、本学の学習・教育到達目標に

も含まれているグローバル人材に必須の能力のさらなる育成・強化を図り、卒業後 5年程度の職場での研

鑽により、次頁の本学の育成人材像に示す技術者になることのできる能力を育成するための、教育体系･

環境の構築と、教職員のグローバル教育力の向上を実現するものである。 

（本学のグローバル化に向けた戦略と教育の国際通用性向上のための実施項目）(図 1、p19参照) 

１．「Ⅱ.グローバル人間力」「Ⅳ.問題解決能力」育成のための、教育の PDCAサイクルの各要素を強化す

る教育改革活動 

グローバル人間力は、教育のあらゆる場面での学生・教員ともに能動的に向上する活動として位置づ

けられる。そのため、教育の PDCA サイクルを回す形で実現する。具体的には、P：学習･教育到達

目標改善、D： 課題解決型学習(Project-based Learning、以下 PBL と略記)マニュアル作成、教務

関係書類の英語化、C：電子ラーニングポートフォリオによるグローバル能力自己評価、人間力評価

用ルーブリック整備と人間力テスト PROG の利用、A:教職協働の改善活動。 

２．教職員の教育力の強化・グローバル化と、「Ⅰ.コミュニケーション力」「Ⅲ.異文化理解力」育成の

国際化活動 

教職員のグローバル教育力向上：教員留学制度、PBL教育法FD、語学力のある教員採用、教育業績

の評価･指導、職員海外研修制度 

4年間の一貫した語学力育成教育：習熟度別クラス、ESP教育(English for Specific Purposes：専門

との関わりで英語を学ぶ、すなわち、技術者として活躍するために必要な英語教育）とホームワー

クによる自己学習時間 2倍の体系的語学教育、専門科目の一部英語化、留学・インターンシップ機

会の増加と単位化、国際･異文化交流PBLの実施、定期的語学力測定（TOEIC5回受験） 

日本人学生の留学推進：留学等への動機づけ、留学等への単位化情報提供、留学・就職サポートの充

実、海外インターンシップへの支援 

課題解決型学習(PBL)によるコミュニケーション力や協調力の育成：国際PBLによる異文化理解、情

報技術を利用したコミュニケーション力育成 

 

本学の学習・教育到達目標 

１．世界･社会の中で仕事ができる 

(a) グローバル活動能力：分析レベル 

日本の技術者として国際的な場で活躍するために必要となる、他文化、社会、自然の特徴を理解できる

とともに、それらによって起こってくる現在･未来の世界の問題・解決すべき課題、およびそれらに対する

適切な行動について、理解し、状況を整理・分析できる。 

(b) 社会に対する責任・技術者倫理および実務知識：分析レベル 

技術者としての自らの活動の結果が、社会および環境に及ぼす影響を認識でき、社会の持続的発展につ

いて理解できる。 
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技術者が社会から付託されている責任を理解し、実務の場で技術者倫理に基づいた行動とはどのような

ものであるかを認識し、社会の実相を反映したモデル問題において、状況を分析できる。 

加えて、当該分野の技術者として実務を行なう際に必要となる、最低限の知財・法律・企業活動の実務

に関する知識を有する。 

２．問題を解決できる 

(c) 基礎科学の知識と応用能力：分析レベル 

数学および自然科学に関する知識を有し、これらを用いて、技術者として当該分野の問題を分析し、そ

の問題解決のために適用できる。 

(d) 当該分野における専門知識と応用能力：分析レベル 

当該分野の技術者に必須の専門的知識を有するとともに、問題解決に必要となるハードウェア･ソフト

ウェアのツールを利用できる能力を有し、これらを用いて、技術者として当該分野の問題を分析し、その

解決のために適用できる。 

(e) デザイン能力：創造レベル 

社会の実相を反映したモデル問題について、技術者としての問題解決を行なうために、問題の制約条件

を特定し、問題に含まれる解決すべき課題を論理的に特定、整理、分析し、必要な調査を行ない、必要な

数学、自然科学、該当する分野の科学技術に関する系統的知識を適用して、種々の制約条件を考慮して案

出された課題解決のための複数の解の中から最適解を選定し、この結果を用いてモデル問題の創造的解決

を図ることができる。 

(f) 業務遂行能力：分析レベル 

プロジェクトマネジメントの基礎を理解し、社会の実相を反映したモデル問題について、時間、費用を

含む与えられた制約下で計画的に仕事を進め、計画の進捗を分析し、必要に応じて計画を修正し、課題の

目標を達成することができる。 

(g) 生涯継続学習能力：適用レベル 

将来にわたり主体性を持った技術者として活躍していくための継続的研鑚の必要性を理解し、必要な情

報や知識を自ら獲得するための方法を知っており、それらを意欲を持って実施できる。 

３．人とのつながりで仕事ができる 

(h) コミュニケーション能力：適用レベル 

自らの意図するところを論理的に整理し、当該専門分野および他の分野の技術関係者、および、一般社

会との間で、自らの意図するところを示す情報や意見を文書あるいは口頭説明で他者に伝え、他者の発信

した情報や意見を理解する能力を有することで、自らの意図を実現することができる。 

技術者として、英語等の外国語を用いて情報や意見をやり取りでき、社会の実相を反映したモデル課題

について業務を遂行することができる。 

(i) チーム活動能力：適用レベル 

社会の実相を反映したモデル問題を解決するためのチームにおいて、チームの目的を達成するために、

チームの一員として自己のなすべき行動を理解し、実行できるとともに、リーダーとしてメンバーに働き

かけることができる。 

≪育成するグローバル人材像≫ 

本学が建学の精神に掲げて育成を目指している「社会（世界）に貢献できる技術者」とは、卒業後に職

場での5年程度の研鑽を積むことにより、下記のような統合的問題解決能力が発揮できるようになった、自

立した技術者のことである。 

本学が育成を目指す、統合的問題解決能力を有するグローバル人材像 

グローバル化した実社会の状況の中で遭遇する複合的な問題に対し、 

 これを分析して、問題が内包する制約条件と解くべき課題を抽出し、 

 その課題解決法を、専門および普遍的知識を用いて立案し、 

 法律･規則･倫理に則り、社会的･文化的･環境的な配慮をしながら、課題の解決結果を用いて、問題が

内包する競合的な要求を制約内で高い次元で満足する、最適解としての問題解決策を求め、 

 異文化･異言語の人々を含むチーム内外の人々とのコミュニケーションと、適切なプロジェクトマネ

ジメント、および責任ある意志決定を通じて、その解決策を実現することで、問題の創造的解決を図

ることができる、自立した技術者。 
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

本学の教育プログラムの履修により、学生が卒業までに身につけ発揮することができる知識・能力の種

類とその達成目標水準は、本学の学習・教育到達目標とその達成水準指標（下記の6段階の改良版Bloom’s 
Taxonomy（ブルームの目標分類））で示した (p5-6、(a)～(i))。 

１．記憶する：長期的記憶から適切な知識を回復する 

２．理解する：口頭、記述、図表によるコミュニケーションを含む説明的メッセージから意味を構築する 

３．適用する：特定の状況のなかでのある手順を遂行したり活用したりする 

４．分析する：事象を構成要素に分割し、各要素が互いに、あるいは構造全体や目的とどのような関係性

にあるのかを判断する 

５．評価する：基準や標準にもとづいて判断する 

６．創造する：要素を一貫性のある、機能的な全体を構成するように結合する 

要素を新しいパターンや構造に再編する 

 

本章では前述のグローバル人材像も踏まえ、卒業時に学生が修得すべき具体的能力の達成度に関する目

標指標を、特に本構想のグローバル人材として必須の能力である4能力(p4、Ⅰ.～Ⅳ.)を中心に示す。 

 

卒業時に学生が修得すべき具体的能力の達成度に関する目標指標 

Ⅰ.コミュニケーション力： 

 卒業時の外国語コミュニケーション力基準としてCEFRのB1を採用し、これを満足する学生の割

合が60％以上とする  

Ⅱ.グローバル人間力： 

 全学および各学科の学習･教育到達目標が示す知識･能力を、一定の水準で達成した学生の割合が

35%以上とする 

Ⅲ.異文化理解力：  

 単位取得を伴う海外留学・インターンシップ・研修を受けた学生の割合が10％以上、ならびに、 

 国際PBLあるいは異文化交流PBLを1回以上経験した学生が15%以上とする 

Ⅳ. 課題解決能力 

 単位取得を伴う海外留学・インターンシップ・研修を受けた学生の割合が10％以上、ならびに 

 PBLでリーダーの経験者数の割合が10%以上とする 

 

（CEFR B1の妥当性） 

外国語力指標として CEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment)を用いる。CEFR は多言語対応の到達度指標で、コミュニケーション力基準として

世界で急速に普及している。CEFR B1 の Can-do list 指標は「自分の専門分野に関連した簡潔な内容を十

分に理解できる」であり、工学領域で目的を果たすには十分なレベルである。本構想では、英語力につい

ては、CEFR のレベルは TOEIC との点数対応（CEFR B1 レベルの最低は TOEIC550点に相当）を利用

して評価する。また英語以外の他の言語力については、CEFR の Can-Do list を利用して評価する。 

（CEFR B1を達成した学生が卒業時点で60％以上の実現可能性） 

英語力のみでは B1レベルは TOEIC 550点に相当する。現在、学生の平均スコアは入学時 385点、1年

前期終了時は約 450点である。したがって教育システムの整備と学生の努力で、卒業時に 550点とするこ

とはチャレンジングではあるが可能であり、また他の外国語を CEFR B1 レベルで習得した学生も合わせ、

目標は達成できる。 

（達成水準も含めた学習･教育到達目標の達成度判定） 

知識とその応用に関する目標： 

ペーパー試験、レポート等、シラバスに記載された目標達成度判定手段において、60点以上を取った

学生を、その目標を達成したと判定する。 

人間力に関する目標: 

下記の3段階ルーブリックを用いて2以上の評価を得た学生を、その目標を達成した、と評価する。 
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人間力テストPROG(p23右参照)の評価項目は、本学の学習・教育到達目標の項目とは必ずしも一致し

てないが、PROGのコンピテンシー評価結果は学生のグローバル能力の指標として有用であるので、

学生にフィードバックして学習の動機付けに利用する。 

PBLに関する目標とその達成度評価： 

PBLでは達成目標を学生自身が表現し、相互評価することが特徴である。シラバスに記載された目標

判定手段で60点以上、（人間力に関する目標は3段階ルーブリックを用いて2以上の評価を得た学生を、

その目標を達成した、と評価する。）で目標達成度を判定する。 

 

本学のPBLにおいて人間力評価に使用しているルーブリックの例 

3 2 1

多分野の人
とコミュニ
ケーション
ができる

・積極的にアイデアを出した。
　他人の発言を聴き尊重した。
・自分の専門以外の分野に関心
　を持ち、積極的に理解しよう
　とした。
・自分の専門以外の分野を体系
　的に理解しようと努め、意見
　をまとめ、最適の問題解決策
　を得るための活動をした。

・積極的にアイデアを出
　した。他人の発言を聴
　き、尊重した。
・自分の専門以外の分野
　に関心を持ち、積極的
　に理解しようとした。

・消極的に活動し、アイデ
　アを出さなかった。他人
　の発言を尊重しなかっ
　た。
・自分の専門以外の分野に
　関心を持たず、理解しよ
　うとしなかった。

学生自身

班内相互
評価

チームで協
力して活動
できる

・仕事を発見し、進め方を検討
　し、実行できた。必要な支援
　を班員に行った。
・仕事の全体像を把握し、仕事
　を適切に分割し、進捗を
　チェックし、班が重要点に注
　力できるように活動した。

・仕事を発見し、進め方
　を検討し、実行でき
　た。必要な支援を班員
　に行った。

・他人から言われたことだ
　けを実施した。必要であ
　ることが分かっていなが
　ら、班員を支援しなかっ
　た。

学生自身

班内相互
評価

・章節項が適切に構成され番号
　で区分されている
・ページ数が適切にふってある
・丁寧に作成されている
・レイアウトが工夫されてお
　り、分かり易い

・章節項が構成され、番
　号で区分されている
・ページ数がある

・章節項の構成が不適切、
　また番号が適切に振られ
　ていない
・ページ数が記載されてい
　ない
・乱雑に、作成されている

教員評価

・理解しやすい文章で書かれて
　いる。
・論理的な飛躍や誤りがない
・レポート全体が一貫している
・図表を、適切に説明している

・理解できる文章で書か
　れている。
・論理的な飛躍や誤りが
　少ない
・レポートがつぎはぎで
　ない
・図表を説明している

・文章は理解しにくい。
・論理的な飛躍や誤りが多
　い。
・レポートがつぎはぎであ
　り、一貫していない
・図表に対し文章説明がな
　い。図表の羅列である。

教員評価

・図表の番号が適切、図表の
　キャプションが適切な位置に
　あり、適切な説明がされてい
　る。
・図表に工夫があり、丁寧に、
　分かり易く描かれている。

・図表の番号が適切、図
　表のキャプションが適
　切な位置にある。

・図表の番号が無い、また
　は不適切である。図表の
　キャプションが無いまた
　は不適切な位置にある。
・図表が乱雑で、分かりに
　くい

教員評価

・課題に対し、深く理解し、検
　討したことが文章から読み取
　れる
・適切な文章、例示、図表で明
　確に表現されている
・主張の妥当性が適切に説明さ
　れている
・技術的（理工学的）誤りがな
　い

・課題に対し、ある程度
　理解し、検討したこと
　が文章から読み取れる
・文章、例示、図表を使
　い、表現されている
・主張の妥当性がある程
　度説明されている
・技術的（理工学的）誤
　りが少ない

・課題に対し、理解してお
　らず、検討が不十分であ
　る。
・文章が不適切、例示、図
　表がないまたは不十分
　で、明確でない。
・主張の妥当性が説明され
　ていない。
・技術的（理工学的）誤り
　が多い。

教員評価

 水準

文書で適切
な報告がで
きる
(レポート)

科目の
学習・教育
到達目標

評価者
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目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」 

※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。 

全  学 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  １６０人 ３００人 ５００人 ７５０人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  １０５人 ２４０人 ４３０人 ６００人 

海 外 留 学 経 験 者 数 
（Ｂ） 

４８人 ５０人 ５５人 ６０人 ７０人  １５０人 

卒 業 ［ 予 定 ］ 者 数 
（Ｃ） １３９９人 １２００人 １２００人 １２００人 １２００人 １２００人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   １３．３％ ２５．０％ ４１．7％ ６２．５％ 

工
学
部 

卒業時の外国語力スタンダード CEFR  B1 
１６０人 

（１０５ ） 

３００人 

（２４０） 

５００人 

（４３０） 

７５０人 

（６００ ） 

海外留学経験者数 ４８人 50 人 ５５人 ６０人 ７０人 １５０人 

 

３ カ 月 未 満 ４８人 ５０人 ５５人 ６０人 ７０人 １５０人 

３ カ 月 ～ １ 年 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１ 年 超 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

卒業［予定］者数 １３99 人 １２00 人 １２00 人 １２00 人 １２００人 １２００人 

目標設定の考え方 
平成 25 年度入学の新 1 年生より本構想に基づく教育を本格的に開始する。平成 26 年度卒業生までは緩や

かな伸びに留まるが、平成 25 年度入学生が卒業する平成 28 年度からは大幅に伸ばす目標を設定。 

注１）平成２８年度の比率（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。 

注２）「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー

ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。 

注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。 
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（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型） 

 

③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の

設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。 
（対象：全学(工学部)） 

（測定指標・達成水準）全学および各学科の学習･教育到達目標が示す知識･能力を、その達成水準も含めて達成していることをシステム的

に確認した学生の割合が35%以上。 

（指標・水準設定の考え方）目標設定シート1に示したように、プログラムの質・国際通用性の確保と、本学の建学の精神、教育の使命、目

標人材像の育成、を達成するために、学生が卒業までに身につけるべき知識･能力を、その水準も含めて9つの目標として設定。 

（達成する学生数設定の考え方）知識とその応用に関する目標はペーパー試験等で 60点以上、人間力に関する目標は 3段階ルーブリックで

2以上の評価を得たことを電子ラーニングポートフォリオで確認できた学生を、その目標の達成をシステム的に確認した、と評価。 

JABEE認定プログラムは卒業生全員に目標を達成させているので、「達成する学生数」は、これら JABEE認定プログラムの修了生の合

計数に等しい。 

平成 25年度は 4学科(機械工学科、機械機能工学科、応用化学科、電気工学科)のプログラムが JABEE認定を受けている。平成 26年

度（電子工学科）、平成 27年度(土木工学科)にはさらに 1学科ずつ増加する予定である。 

ここで、応用化学科と電子工学科は学科全体がJABEE認定コースあるいはその予定であるが、他の学科は学科の半分程度の学生がJABEE

認定コースで履修している。したがって、下記の「達成する学生数」は、これらの学科の最終年度に在籍する学生数より少なくなって

いる。 

また JABEE 認定プログラムでは、修了生は全ての目標達成を保証しているが、「当該年度における最終学年に在籍する者」のうちに

は目標未達成で卒業できない者がいるので、「達成する割合」の最大値は 100％ではなく、最終年度に在籍する学生の卒業率（平成 23

年度は 88％）になる。 

 

 
全学（工学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 240 人 350 人 400 人 4５0 人 

対象となる学生数（B） 1200 人 1200 人 1200 人 1200 人 

達成する割合（A/B） 20.0％ 29.2％ 33.3％ 37.５％ 

 

 

（設定指標・達成水準）国際PBLあるいは異文化交流PBLを1回以上経験した学生が15%以上 

（指標・水準設定の考え方）国際・異文化交流PBLを1回以上経験することで異文化理解力を育成する。 

（達成する学生数設定の考え方）経験者数を数えるため、各種 PBLで重複経験を除いて集計する。国際 PBL、異文化交流 PBLともに提携 

相手の設定を要するため、立ち上がり時期は構想の後半となる。  

全学（工学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 60 人 90 人 150 人 180 人 

対象となる学生数（B） 1200 人 1200 人 1200 人 1200 人 

達成する割合（A/B） 5.0％ 7.5％ 12.5％ 15.0％ 

 

 
（設定指標・達成水準）PBLでリーダーの経験者数の割合が10%以上 

（指標・水準設定の考え方）PBLのリーダーを1回以上経験することで課題解決能力を育成する。 

（達成する学生数設定の考え方）経験者数を数えるため、各種PBLでの重複経験を除いて集計する。また、PBLそれぞれの課題ごとに作業内

容並びに役割分担からリーダーになれる学生数が限定されるので、それを考慮して設定してある。 

全学（工学部） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 68 人 100 人 130 人 135 人 

対象となる学生数（B） 1200 人 1200 人 1200 人 1200 人 

達成する割合（A/B） 5.7％ 8.3％ 10.8％ 11.3％ 
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

「大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標」 

① 日本人学生の海外留学者数･全学生に対する比率 

工学部は本構想により学士課程で 150名を目標としている。これに大学院、および他学部の予想目標を加

え、平成 28年度には 290名を目標とする。 

 

② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

全学的に展開している「グローバル SIT 作戦」により、平成 28 年度までに 3％までに段階的に引き上げ

る計画である。 

 

③ 外国語による授業の実施率 

本構想の、工学部の学部授業で構築する予定の ESP 教育（技術者として活躍するために必要な英語教育）

は、専門技術の文脈での英語授業と、専門科目の一部英語化、およびこれらに関連した e-ラーニング教材

によるホームページ、で構成することになっており、目標設定シート 3の③「日本語の併用や、外国語教

育を主たる目的とするものを除く」のカテゴリーには入らない。 

したがってここで目標として掲げたのは、大学院における英語による授業数であり、平成 28 年度までに

毎年 2科目ずつ増加し、57科目とする予定である。 

 

④ 外国人教員数（海外学位取得、1年以上の海外での教育研究、の日本人教員） 

定年退職を迎える教員の後任は、外国人教員、国外の大学での学位取得日本人教員、または通算 1年以上

海外での研究に従事した日本人教員を採用したり、既存の教員を海外留学させたりすることにより、平成

28年度には 21.7％まで引き上げることを目標とする。 

 

⑤ 教員の博士号取得率 

本学では既にほとんどの教員が博士号を取得しており、今後は定年退職を迎える教員の後任として、100％

博士号取得者を採用することで、この比率を徐々に増加させて、82.7％以上にすることを目標とする。 

 

⑥ 教員当たりの学生数 

私学として適正水準を維持しているので、現在の 28.3を維持する。 

 

⑦ 一定の外国語力スタンダードを満たす事務職員の割合（TOEIC800点など） 

本学では全学をあげて国際化を推進中であり、大学間交流、留学生対応、文書の多言語化、等に対応出来

るスタッフの配置のため、外国語力スタンダードを満たす事務職員（TOEIC800点以上、TOEFL500点以

上、通算 1年以上の留学もしくは海外赴任経験者）の人員増を計画している。併せて、定年退職を迎える

職員の後任として、一定の外国語力を備えた若手職員を採用したり、若手職員を中心に本学の職員人事研

修制度を利用させたりして、一定の外国語力を付けさせることで、この割合を 16.9％に増加させる。 
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目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。 

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

海外留学者数  （Ａ） 
１３５人  

（１２７人） 

１６６人  

（ １４３人） 

１９７人  

（ １７３人） 

２２８人  

（２０１人） 

２５９人  

（２２８人） 

２９０人  

（２６０人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

１０人  

（１０人） 

１２人  

（ １２人） 

１４人  

（ １４人） 

１６人  

（ １６人） 

１８人  

（ １８人） 

２０人  

（ ２０人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

３６人  

（３６人） 

４１人  

（ ４１人） 

４６人  

（  ４６人） 

５１人  

（ ５１人） 

５６人  

（ ５６人） 

６０人  

（ ６０人） 

学士課程在籍者 
８９人  

（８１人） 

１１３人  

（９０人） 

１３７人  

（１１３人） 

１６１人  

（１３４人） 

１８５人  

（１５４人） 

２１０人  

（１８０人） 

全 学 生 数  （Ｂ） ８５４６人  ８５００人  ８５００人  ８５００人  ８５００人  ８５００人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
１．６％  

（ １．５ ％） 

２．０％  

（ １．７ ％） 

２．３％  

（  ２．０ ％） 

２．７％  

（    ２．４％） 

３．０％  

（  ２．７ ％） 

３．４％  

（３．１ ％） 

目標設定の考え方 

向こう 5 年間は、日本人学生の定員増減計画はないため母数に変化はない。海外派遣数については、在校生の

派遣から本格的に取り組み、一定の割合で伸ばして行く。 

注１）各年度における 4月 1日から 3月 31日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。）に派遣される日本人学生数を

記載する。 

 

【平成 23 年度実績の内訳】 

平成23年度実績内訳 ３ヶ月未満 ３ヶ月以上１年未満 １年以上 合 計 

海外留学者数  （Ａ） 
１２１人  

（１２１人） 

９人  

（６人） 

５人  

（０人） 

１３５人  

（１２７人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

１０人  

（１０人） 

０人  

（０人） 

０人  

（０人） 

１０人  

（１０人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

３０人  

（３０人） 

６人  

（６人） 

０人  

（０人） 

３６人  

（３６人） 

学士課程在籍者 
８１人  

（８１人） 

３人  

（０人） 

５人  

（０人） 

８９人  

（８１人） 

全 学 生 数  （Ｂ） ８５４６人 ８５４６人  ８５４６人  ８５４６人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
１．４％  

（ １．４ ％） 

０．１％  

（ ０．１ ％） 

０．１％  

（ ０ ％） 

１．６％  

（１．５ ％） 
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 

（H24.5.1） 

平成２５年度 

（H2５.5.1） 

平成２６年度 

（H2６.5.1） 

平成２７年度 

（H2７.5.1） 

平成２８年度 

（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
103 人  

（61 人） 

１４１人  

（ ６６人） 

１８２人  

（７６人） 

２２３人  

（８7 人） 

２６5 人  

（１００人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

３２人  

（３0 人） 

４３人  

（ ３０人） 

５６人  

（ ３３人） 

６９人  

（ ３６人） 

８１人  

（ ４０人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

１８人  

（９人） 

２４人  

（ １０人） 

３１人  

（ １１人） 

３８人  

（ １３人） 

４６人  

（ 1５人） 

学士課程在籍者 
４８人  

（１７人） 

６８人  

（ ２０人） 

８８人  

（ ２５人） 

１０８人  

（ ３０人） 

１２８人  

（ ３５人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

５人  

（５人） 

６人  

（  ６人） 

７人  

（   ７人） 

8 人  

（  8 人） 

10 人  

（  １０人） 

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

９９人  

（５７人） 

１３８人  

（ ６３人） 

１７９人  

（ ７３人） 

２１９人  

（  ８３人） 

２６０人  

（ ９５人） 

全 学 生 数  （Ｃ） ８５００人  ８５００人  ８５００人  ８５００人  ８５００人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
１．２％  

（０．７％） 

１．７％  

（０．８％） 

２．１％  

（０．９％） 

２．６％  

（１．０％） 

３．１％  

（１．２％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
１．２％  

（０．７％） 

１．６％  

（０．７％） 

２．１％  

（０．９％） 

２．６％  

（１．０ ％） 

３．１％  

（１．１％） 

目標設定の考え方 
本学では昨年度より、全学あげての留学生受入れ拡大作戦「グローバル SIT 作戦」を開始。平成 28 年度まで

に全学生に対する留学生数比率を 3％まで段階的に上げる作戦を実施している。 

注１）留学生数の計上に当たっては、「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入

れている者 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。 

 

【平成 2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ マレーシア ３４人  ３４人  

２ 中国 ２７人  ２７人  

３ タイ １４人  １０人  

４ ベトナム １２人  １２人  

５ 韓国 １１人  １１人  

６ インドネシア ２人  ２人  

７ 台湾 １人  １人  

７ サウジアラビア １人  １人  

７ フランス １人  １人  

  人  人  

その他  人  人  

合 計  １０３人    ９９人  
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（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型） 

 

③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 

 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 

授業数（Ａ） 
４９回  ５１回 ５３回 ５５回 ５７回 

全授業数（Ｂ） ２９４０回  ２９４０回 ２９４０回 ２９４０回 ２９４０回 

割  合（Ａ／Ｂ） １．７％ １．７％ １．８％ １．９％ １．９％ 

目標設定の考え方 

定年退職を迎える教員の後任は、英語で授業を行える教員を採用。大学院の英語による専門科目数を毎年 2 科目増

設する予定である。 

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国人教員等（Ａ） ４６人 ５６人 ６０人 ６３人 ６５人 

 うち外国人教員 ４人 ４人 ５人 ５人 ５人 

総教員数（Ｂ） ３０１人 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 

割  合（Ａ／Ｂ） １５．３％ １８．７％ ２０．０％ ２１．０％ ２１．７％ 

目標設定の考え方 

定年退職を迎える教員の後任は、外国人教員、国外の大学での学位取得日本人教員、または通算１年以上海外にて教

育研究に従事した日本人教員を採用したり、既存の教員を海外留学させたりして割合を上げる。 

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

教員のうち博士号 
取得者数（Ａ） 

２３９人 ２４５人 ２４６人 ２４７人  ２４８人 

総教員数（Ｂ） ３０１人 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 

割  合（Ａ／Ｂ） ７９．４％ ８１．７％ ８２．０％ ８２．３％ ８２．７％ 

目標設定の考え方 

定年退職を迎える教員の後任として、100％博士号取得者を採用する。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） ８５００人 ８５００人 ８５００人 ８５００人 ８５００人 

総教員数（Ｂ） ３０１人 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 

割  合（Ａ／Ｂ） ２８．２ ２８．３ ２８．３ ２８．３ ２８．３ 

目標設定の考え方 

私学として適正水準を維持しているため、このままキープする。 
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（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型） 

 

⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード 
TOEIC 800 点、TOEFL500 点、 
通算 1 年以上の留学/海外赴任歴 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職

員数（Ａ） 
１７人  １８人  １９人  ２０人  ２１人  

事務系職員総数（Ｂ） １１９人  １2１人  １2２人  １2３人  １2４人  

割  合（Ａ／Ｂ） １４．３％  １４．９％  １５．６％  １６．３％  １６．９％  

目標設定の考え方 

本学では全学をあげて国際化を推進中であり、国際交流関連部署での人員増を計画している。併せて、定年退職を迎

える職員の後任として、一定の外国語力を備えた若手職員を採用する。また、若手職員を中心に本学の職員人事研修

制度を利用させ、一定の外国語力を付けさせる。 

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）」を記載。 

注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）」を記載。 
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様式 

（本構想における取組内容） 
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様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

取組内容① 大学のグローバル化の推進 
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。 

【現状】 

大学の戦略的改革活動としての「チャレンジ

SIT90作戦」は 2008年度にスタートし、本年度は 5

年目に入っている。この活動では、本学の建学の精

神としての「社会（世界）に学び社会（世界）に貢

献する技術者の育成」を全学で共有し、1.教育改革、

2.研究の活性化、3.社会貢献、4.国際化の 4本柱で推

進を行ってきており、具体的には、下記の 6推進項

目について活動中である。 
 

「チャレンジ SIT90作戦」の推進項目 

① 教育の質保証 

教育課程の国際通用性の確保・向上のため、下記の

ような施策により、国際的なレベルで質が保証され

た教育体系を構築している。具体的には、ワシント

ンアコードにより教育の質と水準の国際同等性を保

証するJABEE（日本技術者教育認定機構）に準拠し

て、各学科のプログラムを構築している。 

1. 建学の精神「社会（世界）に学び社会（世界）に

貢献する技術者の育成」全学共有化（学生を含む） 
2. 大学の教育目的の設定と浸透 
3. 教育イノベーション推進センターを中心とした

教育改善活動推進の全学展開 
3.1. PDCA サイクル展開と IR 体制整備による教

育の質保証 
3.2. キャリア教育の実装と工学教育の実質化 
3.3. 組織的な FDSD 活動の推進 
3.4. 全学的学習支援体制の充実 
3.5. 中高大連携の推進 
3.6. 入学試験問題出題・採点の全学的対応 

4. 大学院教育の実質化:学生の研究環境整備、奨学

金の充実、大学院連携による教育研究機会の拡充 
 
② 大学の国際化 

1. ハイブリッド・ツイニングプログラム（HBT）
をベースとした国際化のさらなる推進 

2. 東南アジア工科系大学連合(SEATUC)の拡充と

メンバー大学との連携強化 
3. ｢グローバル SIT 作戦｣の展開（正規留学生受入

れの拡充） 
4. 大学院教育との連携 

4.1. SEATUC メンバー大学との大学院連携強化 
4.2. 海外インターンシップの拡充 

【本構想における展開】 

 本学では、左に示した戦略活動である「チャレン

ジ SIT90作戦」において、これまでも、これからも、

大学のグローバル化を推進することを明言している

が、これをさらに推進するため本構想においては、

図 1（p19参照）に示す「グローバル化と教育の国際

通用性向上にむけた戦略項目」を実施することとす

る。 

本構想の特長・概要 

 本構想は下記の２つの活動で構成されている。 

１． グローバル化を実現するための枠組みである、

教育の質と国際通用性の保証･向上を担保する

ために必要となる「教育改革」の活動と 

２． この教育改革の成果の上で展開される、大学の

グローバル化のための「国際化」の活動 

 

１．教育改革 

この教育改革活動は、教育の質保証と国際通用性

の保証・向上を目指して実施するが、これらは教育

プログラム内に PDCA サイクルが構築され、これが

実効的に機能していることで保証される。 

本学工学部では 4学科が、教育の質と国際通用性

を国際的な基準･水準で保証する JABEE の認定を

受け、PDCA サイクルが構築され実効的に機能して

いることを認定され、さらに 2学科が申請予定であ

る。また他の学科も JABEE 準拠の PDCA サイクル

を構築･運用しており、教育の質と国際通用性を保証

する枠組みは既に全学部的に設定されている。 

したがって本構想の中では各プログラムの中身を

実質化し、真の国際通用性とグローバル化対応教育

の強化を図り、これによって、グローバル人材に必

要な能力とされている下記の 4 つの能力のうちの

「Ⅱ.グローバル人間力」と「Ⅳ.問題解決能力」の

強化を図るものである。 

Ⅰ. コミュニケーション力 

Ⅱ. グローバル人間力 

Ⅲ. 異文化理解力 

Ⅳ. 問題解決能力 

 この目的のために本構想では、教育プログラムに

内包された PDCA サイクルについて下記のような

改革を実施することで、図 3（p25参照）のような、

グローバル人材育成に関する本学の学習･教育到達

目標（図 3中の(a)～(i)）の達成を目指す体系的プ

ログラムを構築するものである。 
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4.3. 世界的な教育研究拠点（TIA など）との連携 
5.  国際的な教育質保証システムの確立 
6. 教員および職員の海外派遣 
 
③ イノベーション創出への参画   

1.  研究の活性化と情報発信 
 1.1. 研究予算の戦略的運用と、長期的視野にたっ 

た設備導入計画の策定 
 1.2. SIT 総合研究所の体制整備と研究支援 
 1.3. 競争的研究資金（科研費等）の獲得推進 
2. 複合領域産学官民連携推進本部による産学連携

事業の推進 
 2.1. 連携企業群の組織化と、企業との共同研究の

促進 
 2.2. 大学としての知財戦略の策定と展開 
 2.3. 金融機関・自治体との連携強化 
 
④ SIT ブランド力向上 

1.  Web サイトの充実と積極的な情報公表 
2.  広報課、産学官連携課、各学部教員の連携強化

による研究力の発信強化 
3.  本学の研究及び交流の新拠点である｢佃イノベ

ーションスクエア｣における情報発信機能の拡充 
4.  大学運営における内部質保証システムの構築 
5. 「この研究ならば芝浦工大」という研究ブランド

の構築 
 
⑤ 学生満足度の向上 

1.  学生満足度の実状分析と課題の抽出 
 1.1. 学生満足度調査の実施とフィードバック 
 1.2. 一組織一改善運動の展開 
 1.3. 学生組織と協働した満足度調査と対策構築 
2.  学生教職員健康相談室の機能の充実 
3.  教育イノベーションセンターと連携した学習支

援の充実 
4.  就職支援体制の充実：キャリア教育とキャリア

サポートの教職一体推進 
 
⑥ 人間形成 

1.  工学教育の実質化による社会人基礎力(人間力)
の育成 

 1.1. ポートフォリオ導入による学生の「気づき」

と「振返り」システムの定着 
 1.2. 学生のやる気をスイッチオンさせる教育 
2.  課外活動による人間力の育成 
 2.1.  体育会および文化会活動などの課外活動 

2.2.  留学生と日本人学生の交流促進 
2.3．インターンシップなど産学連携による人     
   間力育成（正課と課外の整理および校友会 

との連携） 

Pの改革：グローバル能力をよりよく評価できる目

標への改善 

Dの改革：グローバル能力を効果的に育成するため

のPBL教育手法のマニュアル作成、教務関係書類の英

語化、国際･異文化交流PBL科目の新設 

Cの改革：電子ラーニングポートフォリオを整備し、

学生のグローバル能力を自己評価させ、学生の学習

意欲を喚起 

Aの改革：教職協働の改善活動 

 

２．国際化 

 本学のグローバル人材育成教育は、上述の質保証

枠組みの中で、図 3（p25）のグローバル人材育成に

関する本学の学習･教育到達目標（図 3 中の(a)～

(i)）の達成を目指す体系的プログラムの実施によっ

て実現されるが、そのために本構想中で重点的に実

施する項目が、図 1(p19)に示す下記の 3つである。 

 教職員のグローバル教育力向上 

教員留学制度、 

PBL 教育法 FD、 

英語力のある教員の採用、 

教育業績の適切な評価･指導 

職員海外研修制度 

事務書類多言語化 

 4年間の一貫した語学力育成教育(図 4(p25)) 

「Ⅱ.コミュニケーション力」の強化 

習熟度別クラス、 

ESP（技術者として活躍するために必要な英語教

育）とホームワークを中心とした自己学習時間を

2倍にする体系的語学教育 

専門科目の一部英語化、国際･異文化交流 PBL 
留学・インターンシップの機会の増加と、単位化

条件の検討、およびその結果の明示 

定期的語学力測定（TOEIC を 4年間で 5回受験） 

 日本人学生の留学促進支援 

「Ⅲ.異文化理解力」の強化 

電子ラーニングポートフォリオによるグローバ

ル能力レベルの自己認識と留学の効果の周知に

よる留学の動機付け、 

留学の単位化情報の周知 

留学・就職のサポート体制整備 

図 1の一番下の行には、本構想で大学のグローバル

化を目指すための数値目標を列記した。 

 

本構想と「チャレンジSIT90 作戦」との関係 

 図 1に示す本構想の教育改革と国際化の内容は、

左記の本学の戦略活動である「チャレンジ SIT90作
戦」の下記の戦略的推進項目に包含されており、本
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 2. 4.  就業力向上を意図したキャリア支援の充実 
このような学長をトップとした教職一体の全学的

な戦略的活動により、上記の 6推進項目をグローバ

ル化推進項目に当てはめると、下記のとおりである

（各項目の末尾の数字は「チャレンジ SIT90作戦」

の推進項目番号を示す）。 
 
「チャレンジSIT90 作戦」グローバル化推進項目 

 国際通用性のある質保証された教育① 

 東南アジアの大学との連携② 

 海外留学生獲得、日本人学生海外留学促進② 

 教職員の海外研修② 

 海外インターンシップ② 

 世界レベルの研究の支援③④ 

 学生の人間力育成と満足度向上⑤⑥ 

 

 

構想の実現により、本学のグローバル化がさらに推

進されることになる（各項目の末尾の数字は「チャ

レンジ SIT90作戦」の推進項目番号を示す）。 

 

 国際通用性のある質保証された教育① 
 大学国際化、海外留学生獲得、日本人学生留学促

進、教職員海外研修、海外インターンシップ② 
 学生の満足度向上⑤ 
 グローバル人間力育成⑥ 

本構想終了後の大学のグローバル化体制 

本構想は図 5（p35）に示すように、学長の下に新

たに全学組織として発足する「大学国際化・グロー

バル人材育成推進委員会」が統括・推進するが、事

業終了後は本構想の成果を踏まえ、この全学委員会

を、全学の国際化戦略の中心となる「国際センター」

に発展させ、その戦略のもとで全ての部署が教職協

働で本学のグローバル化を一元的に推進できるよう

にすることを計画している。 

 
図１ 本学のグローバル化に向けた戦略と教育の国

際通用性向上のための実施項目 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳格

な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の実
質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

○学士課程教育の質的向上の取組 

教育プログラムの質と水準の保証・向上と国際通

用性に関しては、技術者教育プログラムの質保証と

国際通用性に関するワシントンアコードに加盟の

JABEE による認定を受けたプログラムが 4つ、受審

予定プログラムが 2 つ、またその他のプログラムも

すべて JABEE 準拠の PDCA サイクルを構築･運用

しているので、質と水準の保証･向上および国際通用

性確保のための組織的体制は既に構築･運用されて

いる。 

 本学での JABEE 準拠の PDCA サイクルの構築･

運用に関しては、具体的には下記のような組織的な

取組を行なっている。 

P:大学、学科の学習･教育到達目標を到達レベルも含

めて定量的に評価可能な形で設定（本申請の目標設

定シート 1の②、P5～6参照）。 

D:この目標を達成するための 1年から 4年までの科

目を各目標と対応させて記述したカリキュラムマッ

プを設定し、科目の前後関係を明確化。←ナンバリ

ングに相当する体系的なカリキュラムの構築 

このカリキュラムマップで各科目に割り当てられた

育成目標能力、各時間ごとの教育内容、達成度評価

方法、単位の実質化のための予習･復習課題の設定、

等を記述した充実したシラバス様式の提供。 

履修可能な上限単位数の設定（24単位/学期）。 

C: 工学リベラルアーツの範疇に入る科目（PBL）に

割り当てられた人間力に関する達成度を評価するた

めのルーブリックの整備。 

GPAを試行し、問題点・改善点を検討中。 

A: Cの結果に基づいたプログラムの改善をするため

の委員会の設置。 

 

○課題解決型の能動的学修の推進体制 

各学科のカリキュラムには能動的学修推進のための

課題解決型の工学リベラルアーツの範疇に入る科目

（PBL）が少なくとも１つは組み込まれて実施され

ており、これらで育成すべき人間力の達成度評価用

のルーブリックも既に試行的に設定されている。 

【本構想における取組】 

本構想では、左記のこれまでの PDCA サイクル

の構築･運用による教育の質保証・向上と国際通用

性確保の取組をベースに、下記の取組により国際通

用性向上とグローバル化対応教育強化を目指す。 

○学士課程教育の質的向上の取組 

（教育課程の国際化対応） 

 科目関係書類・ホームページは、一部を除き日本

語である。本取組では、シラバスを含む教務関係書

類の多言語化、ホームページの改良･多言語化、を

実現する。このためにスタッフを雇用。 

（カリキュラムエディターによる体系的履修支援） 

 電子画面上でシラバスを参照しながら科目選定

してマイカリキュラムを編集できる、カリキュラム

エディターを開発･提供することで、体系的なカリ

キュラムによる学習･教育到達目標の達成を学生に

認識させる。またこの上で科目ナンバリングを検討

する。 

（国際的に通用する語学教育のための単位実質化） 

 語学教育の成果は学習時間に依存するので、正課

の時間だけでは上達はおぼつかない。本構想で語学

力向上教育科目の一つとして位置付けている工学

英語において、その履修学生が使用できる、毎日 30

分程度のホームワーク用の語学ｅ－ラーニング教

材の開発を計画中である。これにより、授業時間だ

けに比べ、語学の学習時間を 2倍程度に増加するこ

とを計画している。 

（グローバル能力強化のための PDCA サイクル強

化） 

各学科の学習･教育到達目標の記述を、学生の人

間力をよりよく評価できるような目標に改善する

ことで、目標とするグローバル能力を育成できるよ

うな仕組みにする予定である。 

 

○課題解決型の能動的学修の推進体制 

（グローバル能力育成のためのPBL実施体制構築） 

PBLの効果的・効率的な実施法に関し、全学組織

の教育イノベーション推進センターを中心に調査･

研究・マニュアル化し、FDを実施するとともに、

p23に示す高機能の国際･異文化交流PBLを新設。 
PBL で人間力達成度評価用ルーブリックを試用

し、効果測定とルーブリックの改善を行なう。 

PBL のようなアクティブラーニングの実施に不可

欠の、討論用設備や配置自由な机などを備えた教室

を設け、PBL を効果的に実施できるようにする。 
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 

○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい

て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

【これまでの取組】 

本学では、第 8回質保証システム部会｢大学の教育

に関する情報の積極的な公表に関する論点整理｣で

示された｢情報の公表が必要な主要項目｣のすべて、

及び、上記「国際的な大学評価活動の展開状況や我

が国の大学に関する情報の海外発信の観点から公表

が望まれる項目の例」（以下、項目例とする）の『教

育課程とその水準』、『教育の国際連携』、『大学の目

標・計画』及び『外部評価等実施状況及び結果』の

項目例すべてを本学ホームページにて公表。項目例

未公表分の『学生に関する基本的情報』、『研究成果

の水準』等については、現在公表に向けて作業中。 
大学法人概要、学部・大学院概要、国際的な取組

等情報は、すべて英語化し、本学ホームページにて

閲覧可能。また、ホームページの他に、印刷資料と

して、法人概要、研究室ガイド、留学生受入プログ

ラム概要、留学生ガイドブック等の英語版を用意し、

一部資料については、中国語化、韓国語化している。 

【本構想における取組】 

「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大

学に関する情報の海外発信の観点から公表が望まれ

る項目の例」未公表分は、平成 24年度中の公表に向

け、引き続き作業を進める。 
公表が必要なその他情報及びその公表優先度を、

閲覧者のニーズ等を把握した上で整理し、順次優先

度の高い情報からホームページや印刷資料にて公表

する（その際、英語化すべき情報とその優先度も併

せて精査）。 
 国外（本学在学留学生を含む）への情報発信につ

いては、上記で精査した英語化の優先度の高い情報

から順次、翻訳・ホームページ更新作業、及び、印

刷資料作成を行う（現在、ホームページの中国語化、

韓国語化も検討中）。 
なお、上記作業はすべて、平成 26年度末までに完

了させ、平成 27年からは適宜、情報のアップデート

を行う。 

取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

【これまでの取組】 

本学では、海外の大学や研究機関との窓口を担当

する国際交流課を設置し、英語をはじめ中国語、韓

国語で対応できるスタッフを配置している。国際交

流課スタッフは、高等学校時代に長期留学経験のあ

る職員の他、英語圏の大学・大学院を卒業した職員

を採用し、事務体制の国際化を推進している。 

新卒採用職員についても、海外留学歴のある者や

英語能力のある職員採用を進め、国際交流部署以外

でも英語対応可能な職員配置を進めている。 

 人事研修の一環として、平成 10年度より、短期語 

学留学の引率者を学内公募し、語学力向上の機会を 

設けている。また、中期海外派遣研修制度を設け、 

本学協定校であるカリフォルニア大学アーバイン校 

（UCI）へ半年から 1年の期間でこれまでに 3名職 

員を派遣した。更には、学外英語教育機関により学 

内にて実施している英会話講座への参加を積極的に

呼びかけ、参加費用の援助を行っている。 

学内規程や手続書類等の学内文書については、現

在日本語のみとなっている。 

【本構想における取組】 

 本学からの海外派遣学生倍増計画に併せ、

TOEIC900 点レベルの国際交流スタッフを新規採用

し、国際交流業務拡大を補強する。具体的には、派

遣先大学の新規開拓や既存協定校での学生受入れに

関わる折衝を始めとする本構想の取組のコーディネ

ートを行う。これにより、平成 26年度には派遣学生

枠の 80％、平成 27年度には 100％確保を達成する。 

現在、学生課や大学院事務課等においても英語に

よる窓口対応の可能な職員を配置しているが、英語

対応の専属職員ではなく他の業務を兼務している。

本取組において、外国人教員および留学生の窓口と

なる人事課、学生課、キャリアサポート課では、そ

れぞれ英語対応可能なアドバイザー、心理カウンセ

ラー、キャリアカウンセラーを配置する。また、英

語による専門的相談にも対応するべく、専門技能を

有する職員への語学研修参加への啓発に努めるとと

もに、UCI への中期海外派遣研修制度を継続する。 

学内規程や手続書類等の学内文書については、平

成 27年度までに一部英語化を目指す。 
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様式２ 

様式 2 全体で４ページ以内 

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。 

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。 

【これまでの取組】 

（グローバル人材育成のための PDCA枠組の構築） 

本学では、これまで文部科学省の平成 22年度大学

改革推進等補助金（大学改革推進事業）大学教育推

進プログラムとして「PDCA化とIR体制による教育

の質保証」が採択され、下記のように教育プログラ

ムのPDCA化を実施することで、教育の質保証･向上

のための枠組みの構築を図ってきた。 

この教育プログラムの PDCA 化においては、本学の

建学の精神「社会(世界)に学び、社会（世界）に貢

献する技術者の育成」、すなわち「グローバル人材

を育成する」という目標、を実現するため、下記の

ような PDCA システムを実現してきた。 

P：育成人材像とこれに対応した学習･教育到達目標

を設定し（本申請の目標設定シート 1の②参照）、 

D：このような目標能力を育成するため、工学リベ

ラルアーツ・専門基礎、専門・リベラルアーツの 4

種の教育科目群で構成される基本構造を有する体系

的カリキュラムを構築するとともに、GPA 活用を教

育方法改善に結びつけ、 

C：教育効果の定量的評価手法を導入･運用し、 

A：教育システムの不断の改善を実施する。 

 

（既存のグローバル人材育成教育の内容と課題） 

本学では上述の建学の精神に鑑み、グローバル人

材育成教育の必要性を念頭において、グローバル人

材に必須の 4つの能力（コミュニケーション力、グ

ローバル人間力、異文化理解力、問題解決能力）に

関し、それぞれ下記のような施策を実施してきた。 

 

Ⅰ.コミュニケーション力 

コミュニケーション力育成教育は、下記の ①正課

科目と、②課外活動の 2つに大きく分類される。  

① 正課科目（共通学群の英語科目が提供） 

 入学直後のプレイスメントテストの得点不

足の学生用（本年度は TOEIC400点未満） 

 基底科目（英語 Reading & Writing、英

語 Speaking & Listening）：全学科でか

ならずカリキュラムに組み込まれてい

る。プレイスメントテスト合格のレベル 

に達した学生は下記の上達科目を受講で

【本構想における取組】 

（大学の教育目的･特色に応じた取組） 

本学の教育目的である建学の精神「社会に学び社

会に貢献する技術者の育成」を踏まえ、育成人材像

を、「グローバル化した実社会における複合的問題

の創造的解決を図ることができる自立した技術者」

と定義している。本構想は、理工系学部の構想とし

て下図に示すように、これまで本学が進めてきた

PDCAサイクルによる質保証の枠組みを元に、体系

的な教育プログラムで、専門能力の他に 4つの能力

（コミュニケーション力、グローバル人間力、異文

化理解力、問題解決能力）を育成する仕組みを構成

し、下記施策の実施により、p6 に記述したグロー

バル人材像を実現するものである。 

 

図 2 グローバル人材育成の構想 

（取組内容の教育課程への体系的位置付け） 

グローバル人材として必須の能力すべてを育成

するためには、能力育成の個別取組だけでは不十分

であり、体系的な教育プログラムが必要となるた

め、本構想では、図 3(p25参照)のような体系的教

育プログラムを構築する。これは、同図上の（a）

～（i）の学生が卒業までに身につけるべき知識･

能力である 9つの学習･教育到達目標を達成するた

めの体系的教育プログラムである。教育プログラム

の枠組みであるPDCAサイクルは、既に左記のよう

に構築されており、本構想ではこの枠組みの上に図

3中の太字のプログラム、特に言語力向上の取組

(図 4)と、PBLの国際化(国際･異文化交流PBL)を
新規構築・改善強化することを主たる牽引活動とす

る。 

コミュニケー
ション力

グローバル
人間力

問題解決能力

異文化理解力

ＰＢＬ

留学・
インターン

（図4）
ＥＳＰ
（図4）

グローバル人材育成のための
体系化教育プログラム (図3）

専門基礎 ･専門の知識･応用力

グローバル
人材必須能力

グローバル能力
育成科目

ＰＤＣＡサイクルにより質保証され、
国際通用性ある教育体系の枠組み

建学の精神
社会に学び社会に貢献する技術者の育成

体系化教育プログラムによる９つの学習･教育到達目標達
成により、目標人材像である「統合的問題解決能力を備え
た世界（社会）に貢献できる技術者」を育成
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きる。←習熟度別クラス 

 プレイスメントテスト合格者用 

 上達科目Ⅰ（Reading & Writing 科目群、 
Speaking & Listening 科目群、総合科目

群、TOEIC 科目） 

 上達科目Ⅱ（ReadingⅡA,B、WritingⅡ
A,B、PresentationⅡ、DebateⅡA,B、

TOEICⅡ）：TOEIC 500 点以上対象 

これらは各学科ごとに、カリキュラムの中に

適宜組み込まれている。 

② 課外プログラム（国際交流課が主として実施、

☆は単位認定済み） 

 英会話講座（毎日 40分、年間 100回） 

現在 419名受講中 

 葉山英語合宿（2週間、年 2回）1回 20名 

☆ カリフォルニア大学アーバイン校（UCI） 

語学研修プログラム（夏・春休 4週間） 

年に約 50名国際会議での英語による発表：   

年約 50名 

☆ 交換留学プログラム 

海外 23協定校との交換留学 

習得科目の内容により単位授与 

3年生～大学院生、2～12ヶ月、年約 10名 

☆ 建築系交換授業 

海外 4協定校と芝浦工大の学生が集まり、1

ヶ月の建築設計ワークショップ実施、建築系

学部 3年以上、年間 10名派遣 

☆ 海外大学短期派遣プログラム（人数は最近 1

年間の派遣人数、＊は単位授与）（4週間） 

 タイ日工業大学（タイ）＋タイ企業イン

ターンシップ（3） 

 キングモンクット工科大学トンブリ校
＊(タイ)（8） 

 海外インターンシップ（2～4週間） 

インド、台湾、ベトナム、アメリカ、タイな

ど(年 10名) 

(コミュニケーション力育成の課題) 

現在入学直後に TOEIC テストを全員に受けさせ

平均点は 385点であるが、それ以降は任意であるの

で、語学教育の客観的妥当性は明確でない（4年秋

時点で受験した 25名の平均点は 444点であった）。 

しかしながら、本学卒業生に対するインタビュー

で、社会に出てからの語学力不足が強く指摘されて

おり、体系的語学教育が望まれていた。 

また交換留学プログラムは大学院生の研究留学が

主体で、ほとんどが留学期間は休学になっており、

単位認定も制度化されていない。 

Ⅱ.グローバル人間力 

 グローバル人間力育成に関しては、工学リベラル

アーツ科目（主として PBL）と専門基礎科目、専 

 (大学の設定目標達成に必要な取組内容) 

本構想では図 3に示す体系的教育プログラムの

枠組みの中に、左記の4つの課題についての下記の

対応を組み込むことで、学習･教育到達目標をその

レベルも含めての達成を可能にするものである。 

既存プログラムの４つの課題への対応 

コミュニケーション力育成の課題への対応 (図

4) 

 グローバルに活躍できる技術者に必要な語学力

を育成するための、ESP とホームワーク、およ

び専門科目の一部英語化、を中心とした体系的

な語学教育プログラムの整備。これに必要なホ

ームワーク教材は外部より購入。 

ESP：グローバル化した社会で活躍する技術者に

必要な能力を養成するための、技術者集団の内外の

人々とのコミュニケーションに必要な英語の教育 

 語学関連課外プログラム充実と参加人数拡大 

 2013年 4月竣工予定のインターナショナルハウ

ス「(仮称)グローバルコモンズ」では、日本人

学生と留学生との交流を図れる専用共有スペー

スを設け、留学生の出身国料理紹介等のイベン

トを企画し、異文化理解の場を提供する。 

 語学教育の成果はヨーロッパの標準的な語学力

指標であるCEFR(p7参照)で B1レベルを学生

の達成度目標とするが、その客観的評価のため、

入学から卒業までに 5回のTOEICテスト実施。 

 コミュニケーション力の客観的評価用ルーブリ

ックの実用化、および人間力テスト PROG 等の

外部テストによる評価とその結果の活用 

人間力テスト PROG:知識活用力(ﾘﾃﾗｼｰ)と経験で

身につく行動特性(ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ)の 2つの観点での人

間力測定用テスト。(株)リアセック開発 

グローバル人間力育成の課題と問題解決能力育成

の課題への対応 (図 3) 

 各学科の学習･教育到達目標の記述を、能力評価

がより良くできる目標に改善 

 PBLの効果的な実施法を検討･普及並びにPBL
用の設備を備えたｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ教室の整備 

 新設の国際 PBL 科目：海外協定校と同一テー

マによる開発を PBL として実施。図面、プロ

グラムを用いる言語力による意思疎通を体験

し、経済環境の差異や異文化の理解を深める。

協定校と実施、年間 40名程度。これによりグ

ローバル人間力、問題解決能力、コミュニケー

ション力、異文化理解力を同時育成する。 

 PBL におけるグローバル人間力の達成度評価

手法としてのルーブリックの実用化と、人間力

テスト PROG 等の外部テストによる評価とそ

の結果の活用 
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門科目で主として育成することとし、上記の PDCA
サイクルの構築によって、その育成の枠組みができ

たところである。 

(グローバル人間力育成の課題) 

今後は（様式 1の②）に記述したように、この枠

組み中の P、D、C の各要素に関して、 

P：各学科の学習･教育到達目標の記述を、能力評価

がより良くできる目標に改善するとともに、 

D：PBL の効果的な実施法を検討･普及させ、 

C：また PBL における人間力に相当する能力の達成

度評価手法を実用化する、 

などの改善を行なうことで、グローバル人間力を、

効率的、効果的に育成するための教育プログラムを

構築する必要があった。 

Ⅲ.異文化理解力 

 これらの能力の育成に関しては、従来、 

 リベラルアーツ科目と、 

 留学･海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(上記Ⅰ参照） 

が対応していた。前者は各学科の選択必修科目であ

り、前述のような教育プログラム全体の PDCA サイ

クル化に伴い、グローバル人材に必須のⅢの能力の

育成科目として一応は位置づけられていたが、その

目標達成のための必要な検討は不十分であった。 

また後者の留学･インターンシップの効果は大き

いが、これまでは担当する国際交流課の人員の制約

等もあって、参加者が少ない状態が続いてきた。ま

たその効果の定量的測定も不十分であった。 

(異文化理解力育成の課題) 

 今後はリベラルアーツ科目の内容の目的適合性検

討と質的な目的達成を、また、留学･海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの参加学生の大幅増加施策の検討と、その単

位化ならびに効果の定量的測定、が望まれていた。

また、PBL の国際化と大学内外での国際的活動との

接触頻度を増大させて、多様性理解を高めることも

望まれていた。 

 

Ⅳ.問題解決能力 

 従来からこの能力は主として PBL で育成する方

針で、各学科少なくとも 1科目の PBL 科目を設定

してきたが、その効果は不明確であった。 
（問題解決能力育成の課題） 

 グローバル人間力と同様に、PDCA の評価項目に

課題発見能力と問題解決能力とを陽に取り込み、定

着を図ることと、異文化理解力の課題と同様に、PBL

の強化と国際的活動への接触頻度を高めることが必

要であった。これらの組み合わせにより、自信に満

ちた行動により説得力のある問題解決力を有する学

生を増やすことができると考える。 

異文化理解力育成の課題への対応 

（ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ：図 3参照、留学・ｲﾝﾀｰﾝ：図 4参照） 

下記◆と■は工学部学部学生対象の単位化・単位化

計画中の科目。◆は既に単位化、■は 4年目からの

単位化を目指す。 

 各リベラルアーツ科目で育成する知識･能力に

関する学習･教育到達目標の具体化・明確化 

 グローバル能力の必要性認識のために協定校に

派遣（入学前 1週間、推薦入学者中の希望者 10

名程度） 

 交換留学プログラム：海外 23協定校との交換留

学、大学院生の研究留学において、派遣先の大

学との研究内容の連携により、半年留学は休学

なしに単位化することを検討。 

 建築系交換授業：現状の 1ヶ月の建築設計ワー

クショップを継続。年間 10名 

 デザイン系交換授業：建築系と同じ枠組みで新

設。年間 10名 

 UCI 語学研修（4週間、年 50人） 

 本学と提携している東南アジアの大学 10校(年

間合計 70名程度)への 4週間の短期留学（講義、

研究、企業訪問） 

タイ、インドネシアの大学に上記プロジェクト

の担当要員を常駐させる。 

 海外企業へのインターンシップ(2週間程度、年

間 20名程度) 新たに雇用する支援スタッフと

ともに開拓する。 

 UCI との学生交換（4週間） 

UCI と本学で学生を相互に派遣し、共同講義、

討論、企業見学等実施（夏期 10名程度） 

 短期留学・インターンシップの効果測定用ルー

ブリック開発と、参加学生の能力向上度の評価 

 異文化交流 PBLの新規実施：国内の文系学部と

の同一テーマでの PBL。年間 40名程度。 

 

（インターンシップ、講師派遣等の産業界連携） 

海外における企業体験を得る海外インターンシ

ップをこれまでの年間 10名程度と少数から、本構

想では大幅に増加させる。そのため、新たに雇用す

る支援スタッフとインターンシップ受入れ海外企

業を開拓するとともに東南アジア協定校への短期

留学の 2つを下記のように利用する予定である。 

 開拓した海外企業へのインターンシップ(2週間

程度、年間 20名程度) 

 東南アジアの協定校 10校(年間合計 70名程度)

への短期留学期間に、企業訪問を組み込む 

産業界からの講師による学生のグローバル能力育

成の動機付け推進(各学科で年 1回以上) 
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図 3 グローバル人材育成のための体系的教育プ

ログラム（太字が本申請の新規構築プログラム） 

 

図４ 語学力を向上させるための入学時から卒業

時までの一体的な取り組み 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

取組内容① 教育体制のグローバル化 
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体

制のグローバル化を図っているか。 

【これまでの取組】 

（外国人教員） 

 現在 4名の外国人教員（テニュア）が在籍。専門

教員 3名、語学教員 1名である。 

 

（海外教育研究経験･外国語教育経験教員） 

海外で 1年以上教育研究経験のある教員は専任教

員 301名中 46名いる。 

 

また国内での外国語教育経験として、本学大学院

6 専攻それぞれにおいて英語で授業を実施している

担当教員が 57 名いる。この英語による授業を実施

しているプログラムは、「ハイブリッド・ツイニン

グプログラム」（HBT）と名付けられ、日本の大学

院教育の国際化とアジアとの共生を目的とした本

学独自のプログラムである。具体的には、修士 1年

次修了時点の院生を本学に受け入れ、修士課程修了

時には本学とパートナー大学の双方から修士号を

付与する教育システム（ダブルディグリー）である。

その後は本学の博士課程に進学させて博士号を授

与し、教育･研究者としてパートナー大学に帰学さ

せる。教育･研究指導の全てを英語で行なうことを

特長としている。パートナー大学はハノイ理工科大

学（ベトナム）、ホーチミン市工科大学（ベトナム）、

ガジャマダ大学(インドネシア)、バンドン工科大学

（インドネシア）、キングモンクット工科大学トン

ブリ校(タイ)、スラナリー工科大学(タイ)、マレー

シア工科大学（マレーシア）の 7校である。 

 

またこのほか、英語に堪能な教員として、論文を

英語で執筆し、学会誌に掲載された教員が 240名い

る。これは全教員の 92％に相当する。 

 

（教育体制グローバル化の取組） 

以上のようなグローバル教育力を有する教員を

増やすため、本学ではこれまで新任教員採用時の面

接で、海外経験および、英語で授業ができるか、を

質問し、採否の重要な判定要素としている。 

また英語による教育へのインセンティブとして、

HBT 担当教員で実際に英語授業を行なっている教

員には、期毎に一定額の追加給与を支給している。 

【本構想における取組】 

（教育体制グローバル化の取組） 

１．教員留学制度構築 

 教員を海外の大学に 3～12ヶ月間、大学の予算で

留学させ、教育･研究を体験させることで、教員の

グローバル教育力・研究力を向上させる制度であ

る。毎年 5名程度派遣することを考えている。 

 この実現のためには、留学教員の担当教育科目

を、その教員の不在期間に他の教員が代替する必要

がある。このため、カリキュラムマップの構築によ

る 4年間のカリキュラムの見える化と、各科目のシ

ラバスの詳細化により、各教員が実施している教育

内容の詳細文書化による見える化を推進する必要

がある。工学部では既に教育プログラムの質保証の

目的で JABEE 準拠のプログラムの構築を進めて

きているので、このような準備はほとんど終わって

いる。 

 今後はこのような詳細文書化されたカリキュラ

ムを基に、学科毎に留学候補の教員を選定して送り

出す制度の構築を検討する予定である。 

 またこの教員留学制度構築は、学長主導の全学改

革運動である「チャレンジ SIT90 作戦」の推進項

目の一つとしても、「教員が留学しやすい環境作り」

として掲げられており、3年後の導入を目指して制

度的検討を行なっている。 

 

２．グローバル教育力を有する教員の確保 

 これまで実施してきた、教員採用面接において、

海外経験と英語授業能力をさらに重視することで、

グローバル教育力を有する教員を増加させる。 

 

 学生の語学力育成のための中心的な科目である

ESP（English for Specific Purposes：グローバル

化した社会で技術者に要求される、技術者集団の内外

の人々とのコミュニケーションに必要な英語）の教育

において、各学科の専門科目の一部英語化を推進す

るため、英語科目教員による英語化の支援も含め、

これを担当できる教員と、専門科目の一部英語化を

各学科少なくとも 2 科目程度に増加させることを

計画している。 
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組 
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。 

○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。 

○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。 

【これまでの取組】 

（グローバル教育力向上の取組） 

米国スチーブンス工科大学における、教育の質保

証の専門家である Jain 教授（現シンガポール国立

大学教授）を本学に招聘し、教育の質的保証システ

ム構築についてのセミナーとワークショップを開

催した。 

 

米国と豪州の教育改革の先進的大学である下記

の 6校、及び国内の先進的大学を訪問。 

米国：スチーブンス工科大学、ローズハルマン工科

大学、ミズーリ大学 

豪州：シドニー大学、ウーロンゴン大学、ニューサ

ウスウェールズ大学 

これらの大学における教育力向上・教育体制改革の

施策の調査を実施し、その成果を報告書にまとめ、

学内での教育力向上･教育改革活動に活かした。具

体的には、ワールドカフェ形式のワークショップを

5 回開催し、教育の質保証体制の構築とそれによる

教育力向上に関して教員に討論させ、その意義の理

解を促し、各学科における教育の質保証体制の構築

とそれによる教育力向上として実現してもらった。 

 

（教員の教育力評価） 

教員は毎年度はじめに、全学の教員業績評価シス

テムに教育･研究･社会貢献に関するその年度の目

標を記入し、年度末にその実績を記入する。 

 また教員の実施する全ての授業について、学生に

よる授業アンケートをとっている。 

これらの結果は学長、学部長が年 1回点検し、問

題のある教員と面接し、改善指導を行なうことで、

教育力向上を図っている。 

 

（海外大学での教育活動） 

日本政府の円借款資金によりマレーシア政府が

実施するマレーシア･ツイニングプログラム（3年間

マレーシアで学び、2年間、本学を含む日本の 15コ

ンソーシアム大学の一つで学び学士の学位を取得

するプログラム）において、本学は幹事校として、

理工系教員の派遣とシラバス･カリキュラムの作成

等を担当している。 

 

【本構想における取組】 

（グローバル教育力向上の取組） 

これまでは教育の質保証を中心に、教育先進国で

ある米国、豪州での教育改革に関する左記のような

調査を実施してきた。 

本構想では、最近世界進出が著しい韓国、シンガ

ポール、また日本企業の進出が著しいインドネシア

を対象に、大学におけるグローバル教育の調査、お

よび、日本の進出現地企業の調査を実施する。 

またグローバル教育の国内での先進的な大学を

対象に調査を実施する。 

またこれらの調査により、先進的な大学の教員を

招聘し、左記のスチーブンス工科大学の教員による

セミナー同様、本学でのグローバル教育向上のため

のセミナーを実施する。 

 

カリフォルニア大学アーバイン校（UCI）が本年

度より毎年夏に本学で実施する予定のサマーセッ

ションで、UCI 教員と本学教員が共同で PBL 型演

習を英語で実施することで、米国の先進的な PBL
教育手法、英語で演習を進める方法を、本学教員が

体験･修得することができる。 

本セッションにて、本学教員がアメリカ人学生に

対して英語で講義を実施する。 

 

また上記とは逆に本学の学生を UCI に派遣して

このようなセッションを米国で実施することを

UCI に提案中で、これが実現すれば、学生の海外

経験と、教員のグローバル教育力向上に役立つ。 

 

グローバル人材に必須の能力のうち、コミュニケ

ーション力以外のグローバル人間力と異文化理解

力、問題解決力の育成に関し、本学ではその育成の

ために、本申請の様式 2に記述したような PBL の

効果的導入を計画している。このために、全学組織

である教育イノベーション推進センターで PBL の

効果的導入法の調査･研究を実施し、その結果をFD
活動によって教員に普及させ、教員のグローバル教

育力を向上させていく予定である。 

なおこの人間力育成のための PBL の効果的導入

法に関しては、現在 JABEE、日本工学教育協会で

もその必要性が認識され、本年度より調査･研究･

普及の活動が始まっている。本学の学長室からもそ

れぞれにキーメンバーが入っているので、これらの

活動と連携しながら、本学教員のグローバル教育力
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向上を図って行く予定である。 

 

（教員の教育力評価） 

教員の教員業績評価システムと学生による授業

アンケート結果を学長、学部長が点検評価する。評

価結果における問題教員の改善指導による教員の

教育力向上は今後も継続的に実施する予定である。 

 

（海外大学での教育活動） 

マレーシア・ツイニングプログラムの現地理工系

教育担当として本学教員を継続派遣する。また、マ

レーシア工科大学内に開校した日本マレーシア国

際工科院（MJIIT）へ 2013 年度より教員の派遣を

予定している。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

取組内容①  日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組 
○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。 

○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。 

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

【これまでの取組】 

（入学時からの動機付け、学生の留学準備支援） 

入学時に全学生に国際交流課から、課外英会話、

短期語学留学プログラム、海外インターンシップ、

交換留学プログラム、建築系交換プログラム等に関

する「国際交流プログラムガイド」を配布し、本学

が実施しているグローバル人材育成教育プログラ

ムの説明を実施している。 

さらに、上記の国際交流プログラムは、それぞれ

の実施時期の前に、国際交流課から全学生に広報し

て説明会を開催し、具体的な参加予定者には個別に

準備、計画作成支援を実施している。 

 

（単位化海外留学プログラム開発支援体制） 

 現在は各留学プログラムの単位化は、学科別に申

請ベースで実施している。 

また建築系交換授業は学部、大学院ともカリキュ

ラムに組み込まれ、既に単位化されている。 

 

（留学先大学・奨学金情報提供・奨学金獲得支援） 

交換留学先の海外協定校の情報に関しては、各大

学の概要、ホームページの URL、派遣期間、使用

言語、学生寮の有無、必要語学力、等を、学生配布

の「国際交流プログラムガイド」に載せているほか、

国際交流課で個別に常時情報提供を実施している。 

海外協定校への交換留学、建築系交換授業は、協

定校との合意により授業料が免除されている。留学

する日本人学生は、往復旅費、滞在費、海外旅行保

険料、生活費全般を自己負担する。 

なお本学では海外協定校への留学に関し、学生の

グローバル能力育成のため、下記の奨学金(給付)を

準備し、国際交流課ホームページに掲示し、国際交

流課で申し込みを受け付けている。 

 芝浦工業大学海外留学支援金：渡航費用、現地

生活費等の一部給付 

 芝浦工業大学海外留学奨励金：休学中の学籍維

持料相当額 

 日本学生支援機構奨学金 

 その他の奨学金 

【本構想における取組】 

（入学時からの動機付け、学生の留学準備支援） 

 本学の教育目的である建学の精神は「社会に学び

社会に貢献する技術者の育成」となっており、これ

を踏まえて、育成人材像を、「グローバル化した実

社会における複合的問題の創造的解決を図ること

ができる、自立した技術者」と定義している。 

本学では、この育成人材像が示す、統合的な問題

解決能力を有するグローバル人材を育成するため、

下記の(a)から(i)の 9つの学習･教育到達目標を、

学生が卒業までに身につけるべき知識･能力として

その達成レベルまで含めて設定している。 

(a)グローバル活動能力 

(b)社会に対する責任・技術者倫理・実務知識 

(c)基礎科学の知識と応用能力 

(d)当該分野における専門知識と応用能力 

(e)デザイン能力 

(f)業務遂行能力 

(g)生涯継続学習能力 

(h)コミュニケーション能力 

(i)チーム活動能力 

本学では入学当初から卒業まで、学生に対してこ

の 9 つの学習･教育到達目標の育成を目指して教育

を行なっていることを学生に周知徹底するよう努

力している。この 1つとして、従来よりシラバス様

式を定め、各科目の育成内容と育成目標を明示する

ようにしているが、さらに現在、4ページ程度にわ

たる詳細シラバスの普及を進めており、学生に学修

する意味を明確に知らせ、グローバル能力育成を教

育の大きな目的としていることを認識させるよう

にしている。 

また各目標の達成度を学期ごとに学生が自己点

検して反省するためのツールとなる電子ラーニン

グポートフォリオシステムも整備中である。 

今後この学習･教育到達目標の達成のために、留学

等のプログラムが果たす役割･効果、留学等によっ

て育成される能力等を示した文書を作成し、学生に

周知徹底することで、留学への動機付けとする予定

である。 
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（留学先修得可能科目、帰国後の単位認定基準・手

続情報の事前提供（ラーニング・アグリメント）） 

 留学先での習得可能科目は、一部大学については

国際交流課がデータを持っているが、他は該当大学

のホームページを紹介し、学生が自ら検索するよう

になっている。 

 帰国後の単位認定の基準･手続きに関しては、現

状では文書化されておらず、国際交流課が留学前に

学生の所属学科と相談して、単位認定の可否につい

て学生への事前情報提供を行なっている。 

 

（海外留学促進制度等の導入推進） 

 建築系交換授業は、あらかじめカリキュラムに 

英語建築実習（学部 2単位）、計画特別演習(大学院

2 単位)として組み込まれており、これまで 25 年の

実績があるパッケージ化されたプログラムである

ので、学生が留学するためのイメージを把握しやす

い制度となっている。 

またこのほか、若手OBによる海外業務経験とグ

ローバル能力の必要性についての文書を作成し、学

生の留学の動機付けに役立たせる予定である。 

 

（単位化海外留学プログラム開発支援体制） 

 国際交流課で、各協定校への過去の留学時に、本

学の学生が履修した科目実績をパターン化し、それ

らについて各学科で単位化の可能性を検討し、単位

取得可能な留学プログラムの例示をまとめること

で、留学を検討している学生の支援資料とする予定

である。 

東南アジアの協定校（マレーシア工科大学、バン

ドン工科大学、ガジャマダ大学、ハノイ理工科大学、

ホーチミン市工科大学、キングモンクット工科大学

トンブリ校、スラナリー工科大学、タイ日工業大学）

とは連携大学院の協定締結が進行中で、大学院に関

して単位認定を実施中。これを学部にまで拡げ、単

位化可能なプログラムの開発を計画中のため上記

連携大学に赴き、打ち合わせを行う。 

 

（留学先大学・奨学金情報提供・奨学金獲得支援） 

タイとインドネシアの協定校各 1校（キングモン

クット工科大学トンブリ校、バンドン工科大学）に

本学のサテライトオフィスを設置し、連絡職員を常

駐させ、本学からの学生の受け入れの準備、実施中

のサポート、日本政府奨学金の受給条件等を含めた

情報提供を行う。 

また、海外インターンシップ先の新規開拓等を行

うため、インターンシップ業務スタッフを採用し、

適宜現地企業に赴き、受け入れの折衝を行う。 

 

（帰国後の単位認定基準・手続情報の事前提供（ラ

ーニング・アグリメント）） 

 帰国後の単位認定の基準･手続きについて文書化

し、留学先で得た単位の認定の可否についての情報

の学生への事前提供を行なうとともに、帰国後の単

位認定の手続きについても文書化する。  

 

（海外留学促進制度等の導入推進） 

 各協定校における特長的なプログラム、科目の紹

介、それらの履修によって本学の学習･教育到達目

標の達成度をどの程度向上させることができるか、

また語学力は平均的にどの程度上昇するのか、過去

その大学に留学した学生の履修科目の紹介、これら

を、前頁の下に示したようにパッケージ化･定型化

し単位化したもの、などを積極的に学生に提示する

ことで、学生の海外留学の希望を促進する。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 

○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。 

【これまでの取組】 

（帰国後の学業生活に支障のないよう留学中から

帰国後におけるサポート） 

留学中の学生には、月に一度の月次レポートを本

学国際交流課宛てに送る旨指示しており、留学先で

の学業進捗状況および健康面に関する報告を受け

ている。また、不安のある学生には適宜報告・相談

する旨指導しており、相談を受けた際には本学国際

交流スタッフまたは現地国際交流担当者により迅

速に対応している。帰国後の履修登録手続きについ

ては、Web履修登録を実施しており、海外からでも

Web にて登録可能なシステムを導入している。 

（産業界との連携等による留学中及び帰国後の就

職支援） 

帰国後の就職支援等については、留学先から学内

就職支援サイトへのアクセスを可能にしている。ま

た、留学先から一時帰国の際に、本邦企業のインタ

ーンシップへ参加できるようサポートしている。 

（緊急時、災害時対応の留学中の日本人学生のサポ

ートに関するリスク管理） 

万が一、プログラム期間中に事故が発生した場合

には、双方の大学の国際交流オフィスが窓口とな

り、スムーズに連絡が取れる体制を構築している。

また、緊急連絡先として参加者および保護者には本

学国際交流課スタッフの連絡先を配布し、緊急時に

対応可能な体制を敷いている。 

2009年 4月、イタリアのラクイラで発生した大地

震発生の際、本学大学院生がラクイラ大学に長期留

学していたが、学生の安全を最優先するため、本学

国際交流センターの判断により、当学生に途中帰国

させた。 

保険については、全参加者に対して、海外旅行傷

害保険に加入することを義務づけ、万が一の傷害事

故にも対応可能としている。また、大学としては、

「海外渡航における危機管理システム」(日本アイ

ラック(株))に加入し、万が一の事故についても対

応できる体制をとっている。 

（履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や

学内外研修などの派遣留学生のサポート体制強化） 

履修に関する相談は、本学学生課配属の専門スタ

ッフにより留学中から帰国後までの指導を行って

いる。 

【本構想における取組】 

（帰国後の学業生活に支障のないよう留学中から

帰国後におけるサポート） 

これまで通り、派遣学生には月次レポートを課し

留学中の学業および健康状況を把握し、必要に応じ

て対応する。それに加え、本学教職員が派遣先大学

へ定期的に訪問し、学生ならびに先方の教職員との

面談を行い、現状の把握に努める。 

現在本学では、単位認定を伴う留学プログラム数

が限られているが、本取組では単位認定可能な留学

プログラムを倍増させ、学生の負担を軽減させる。 

 

（産業界との連携等による留学中及び帰国後の就

職支援） 

本学卒業生を含む産業界と連携し、留学中の学生

に対し、留学先の日系企業を中心にインターンシッ

プへの参加機会を設け、帰国後の就職に有利になる

活動を提供する。 

留学中および帰国後の就職支援については、本学

キャリアサポート課により、メールおよびテレビ電

話によるキャリアカウンセリングを始める予定で

ある。 

 

（緊急時、災害時対応の留学中の日本人学生のサポ

ートに関するリスク管理） 

緊急時、災害時対応の留学中の日本人学生のサポ

ートに関するリスク管理に関しては、現時点でも万

全な体制を構築しているため、本取組においてもこ

れを継続する。 

 

（履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や

学内外研修などの派遣留学生のサポート体制強化） 

短期派遣先の中心国となるタイ、インドネシアの

協定校には、留学条件を折衝するため本学職員を派

遣し、さらに、現地サテライトオフィスに常駐スタ

ッフを雇用することで、留学中の現地サポート等を

手厚く実施する予定である。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価 
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

【これまでの取組】 

（入試における外国語力、留学経験等に関する評価） 

現在、入試において、外国語力および留学経験に

関しては、下記のような評価を実施している。 

これらにより、AO 入試、推薦入学（全国 600 校

あまりの指定校からの成績上位者推薦）を除く全受

験者に、高校の英語教育の履修成果を評価するため

の英語試験を課している。このようにして選別した

学生に対し、入学式直前に実施するプレイスメント

テスト（語学は TOEIC テストで代用）と基底科目

で、学生の語学力の幅に対応している。 

 

一般入試 

英語Ⅰ，Ⅱ、リーディング、ライティング 

 

大学入試センター試験利用 

外国語（英語、ドイツ語、フランス語、中国語、

韓国語）：英語に関しては、筆記+リスニング 250点

満点を 200点満点に換算した得点と、筆記のみ（200

点満点）との高い方の得点を採用。 

 

帰国生徒特別入試 

受験生の外国経験を活かすために、下記の条件を

満たす者に対して、他の受験生と別枠で、小論文、

面接を含め、数学、理科（物理、化学）と、高校程

度の英語力の試験を実施する。 

日本国籍を有し、下記の条件（簡略化してある）

の一つを満たし、入学時 18歳に達している者（在外

日本人学校は除く） 

 外国の高等学校に最終学年も含んで 2年以上在

籍し、卒業（見込）した者 

 外国で大学入学資格を取得した者 

 外国の学校教育課程に 5年以上在学し、外国の

高等学校を卒業(見込)した者 

 外国の学校教育課程に 4年以上在学し、帰国後

日本の高校に編入し卒業（見込）した者。ただ

し日本の高校の在籍期間は 1年半以内。 

 外国の大学教育の課程を修了した者 

 外国の高等学校の課程を修了した者に準ずる

者で、文部科学大臣の指定した者 

 中国引き揚げ者の子弟で、日本の高等学校を卒

業(見込)した者 

【本構想における取組】 

（入試における外国語力評価の方針） 

推薦入学予定者については、入学までに時間があ

るので、今後、推薦調書にリスニングとスピーキン

グを含む語学力を記述する欄を設けるとともに、必

要に応じてこれらの能力を含む語学試験を課すこ

とで語学力を評価し、その結果に基づいて入学まで

の間に、入学直後のプレイスメントテストの語学力

水準をパスできる能力を持てるような自己学習e-
ラーニング教材を用意することを計画する。 
またその一環として、希望者を東南アジアの本学

協定校に、グローバル能力の必要性認識のために入

学前 1週間派遣することを計画中である。 

それ以外の受験者に対する方針は、下記の通りで

ある。すなわち、本学は世界で活躍できる技術者の

育成を目指す工科系大学であり、専門に関連する能

力については入試時に必要な能力を評価している

が、語学力に関しては、センター試験利用入試を除

いては、入試にリスニングやスピーキングの試験を

課すなど、他校に比べて厳しい選別をすることよ

り、入学式後の TOEIC 利用プレイスメントテスト

で能力別の語学教育プログラムに振り分け、4年間

でグローバル人材として必要な語学能力を育成す

る、という方針であり、本構想の「語学力を向上さ

せるための入学時から卒業時までの一体的な取組」

（様式 2の図 3参照）によってこれを達成する計画

である。 

入学時の TOEIC の平均点は、今年度は昨年より

30 点上昇しており、また 400 点未満の学生が履修

する英語に関する基底科目において、半年後に通常

科目に移行できる学生が 94%に達していることか

ら、本学の目標とするグローバル人材育成のため

に、上記の入試・語学力育成方針に問題はないと考

える。 

以上のように本学では学部 4 年間で必要な語学

力を育成しているので、大学院入試では TOEIC の

点数を利用してその成果を評価している。 

 

（入試における留学経験等に関する評価） 

 帰国生徒特別入試では別枠で左記のような試験

を実施しており、受験生の外国における滞在経験を

活かす、という目的は十分果たしている。 
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制 

○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構
想を必ず記載してください。） 

○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。 

○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。 

○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。 

【これまでの取組】 

（入学時プレイスメントテストと習熟度別クラス） 

 工学部では既に入学式直前に、英語、数学、物理、

化学のプレイスメントテストを実施し、それぞれの

科目で規定点数未満の学生は、通常のカリキュラム

受講以前に、基底科目の履修が義務づけられている。 

英語に関しては、プレイスメントテストとして

TOEIC を利用し、400点未満の学生は半年間の基底

科目の履修が義務づけられている。半年後に 400点

をクリアした学生は、上達科目Ⅰの受講資格ができ

る。クリアできない学生は基底科目を再履修する。

基底科目は Reading & Writing と Speaking & 
Listening の教育で構成され、この双方を履修する。 

入学時のプレイスメントテストをパスした学生

は、上達科目Ⅰ、あるいは能力に応じて（大体

TOEIC500点以上）上達科目Ⅱを受講する。上達科

目Ⅰ、Ⅱは双方とも、Reading & Writing、 Speaking 
& Listening、総合、TOEIC 対策の教育内容からな

り、それぞれ半年の教育内容を有する。現状ではこ

れらのどの内容をどの学年で履修するかは、工学部

の各学科によって異なっている。 
以上のように本学工学部では、入学時プレイスメ

ントテストによる習熟度別語学クラス編成を既に実

施している。 

 

（定期的語学力測定、効果分析、フィードバック） 

現状では、上記の入学式直前に全員に課している

プレイスメントテストとしての TOEIC テストと、

英語の基底科目終了時（入学半年後）に基底科目受

講者に課している TOEIC テストの 2回が必須の語

学力測定である。これらは習熟度別語学クラス編成

にフィードバックされているが、その後の TOEIC
テストの受験は学生の任意となっており、全員が受

験する体制にはなっていなかった。また語学教育の

効果測定は、各教員の授業における学生の対応、お

よび試験によっており、そのフィードバックは各教

員の教育改善努力に依存していた。 

 

（効果的語学教育） 

ESP（English for Specific Purposes(工学英語)）： 

本学が目指す、世界で活躍する技術者育成のため

には、専門業務の文脈での語学力が最終的に必要で

【本構想における取組】 

（入学時プレイスメントテストと習熟度別クラス） 

 TOEIC 利用のプレイスメントテスト、基底科目、

上達英語Ⅰ、Ⅱからなる習熟度別語学教育の枠組み

は左記のように定着しており、また、基底科目履修

を義務づけられた学生も、ほとんどが 1年前期で履

修を終了できているので、このシステムについては

本構想においてもそのまま取り入れることとする。 

（定期的語学力測定、効果分析、フィードバック） 

本学の語学教育は、CEFR(p7) B1 レベル「自分

の専門分野に関連した簡潔な内容を十分に理解で

きる」を目標とし、語学力測定のためのTOEIC試

験を、卒業までに合計 5回実施し、学生に自分の実

力を認識させ、大学で用意した語学教育プログラム

履修への動機付けとするとともに、語学教育改善に

フィードバックするための基礎データとする。 

（効果的語学教育） 

基底科目に続いて履修する一般英語教育科目で

ある上達科目Ⅰ、Ⅱに加え、本取組の特長として、 

1. グローバル化した社会で技術者に要求される、

技術者集団の内外の人々とのコミュニケーショ

ンに必要な英語であるESP教育のための工学英

語科目と専門科目の英語化を拡張・強化すると

ともに、 

2. 学生の語学に関する学習時間を大幅に増加させ

て単位の実質化を図るための、自宅学習用e-ラ

ーニング教材の導入を図る。 

以下にこの 2つの取組について説明する。 

1. ESP教育 

（工学英語科目） 

工学一般および各学科専門に関連した単語・言い

回し、英文の技術文書の講読・作文・討論の科目で

ある工学英語の履修学科の拡大を図る予定である。 

（専門科目の一部あるいは全部の英語化） 

これは、上記の工学英語科目により基礎的な工学

関連の英語に慣れた後、下記の自宅学習用e-ラーニ

ング教材とセットで、各学科の専門の講義を一部英

語化することで、外国語で論理的に説明し、他者と

議論できる力を含め、学生が自らの専門分野で英語
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あり、一般英語と専門英語を別々に学習するのは非

効率である。そこで本学では、上記の上達科目Ⅰ、

Ⅱで基礎的な一般英語を習得させた後、ESP(技術者

として活躍するために必要な英語教育)を教育する

ためのプログラムとして、これまで下記の 2つを進

めてきた。 

 工学英語科目 

工学に関連した単語・言い回し、英文の技術文書

の講読･作文・討論 

 専門科目の一部あるいは全部の英語化 

（例） デジタル回路演習(英語教科書使用) 

建築英語（少人数によるプレゼンと討論） 

 

（外国語による論文作成能力養成の個別指導体制） 

本学では、東南アジア工科系大学連合（SEATUC）

シンポジウムおよび各種の国際会議に学生を年間

50名程度派遣して英語で講演させており、そのため

に各学生の指導教員が論文作成・発表の個別指導を

行なっている。 

 

を使用して活動できる基礎的な語学力を育成する

ための科目である。この専門科目の一部英語化は、

現在意欲ある一部の教員により既に実施されてい

るが、本取組では英語科および外部語学関連企業の

支援により、これを各学科少なくとも２科目以上に

なるようにする予定である。 

（外国語による論文作成能力養成の個別指導体制） 

本学では左記のように、国際会議に学生を年間

50 名程度派遣して英語で講演させており、そのた

めに各学生の指導教員が論文作成・発表の個別指導

を行なっている。これに上記の ESP 教育の強化の

効果を加えることで、外国語による論文、技術文書

の作成およびその発表の基礎的能力の育成を図っ

て行く予定である。 

（専門科目の履修を可能とする留学前準備教育） 

 海外留学･インターンシップの候補者は一定以上

の語学レベル（暫定的に TOEIC600 点）が必要で

あることをあらかじめ学生に周知し、希望者は必要

な能力を本学の正課および課外の語学力育成プロ

グラムで自ら修得するよう指導する。本取組の実施

により、3年次に 10％程度の学生が TOEIC600 点

以上の語学力を有すると予想されるので、全学生の

10％程度が留学するための基準としては、この目標

は十分達成可能である。 

2. 自宅学習用e-ラーニング教材の導入 

語学教育の成果は学習時間に依存するので、正課

の時間だけでは上達はおぼつかない。本取組で語学

力向上教育科目の一つとして位置付けている工学

英語および英語化専門科目を履修する学生には、毎

日 30分程度のホームワークを義務づけ、それを教

員が確認できるような、語学e-ラーニング教材を開

発する予定である。これにより、授業時間だけに比

べ、語学の学習時間を 2倍程度に増加することを計

画している。 

このために本取組では、英語に関する４技能（リ

スニング・スピーキング・リーディング・ライティ

ング）を育成するための、一般英語と ESP に関す

る 2つの e-ラーニング教材を用意する予定である。

これらの教材は、前者は TOEIC400 点から 500 点

程度の学生を対象とし、後者は 500点以上の学生を

対象としており、それぞれ毎日 30分で 1年間の自

宅学習に相当する分量を準備する予定である。これ

らは学生の履修状況と達成度の監視、および適宜遠

隔指導可能なシステムにする予定であり、前者を終

了後、後者に進むような計画とする。 

 

（留学・海外インターンシップ、課外語学教育） 

図 4(p25参照) 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組 
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。 

○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。 

【本構想における取組】 

 本構想の計画、実装･実施、評価、改善を統括･マネジメントするための推進体制としては、学長をトッ

プに据えた下記の教職協働の全学委員会を設置する。本構想で計画している業務のうち、下図の灰色枠内

の業務は主としてその上の部署が担当するものであり、黒地枠内白字の業務は学内の広い部署に関連する

業務である。これらの業務は、本委員会で調整の上、担当部署と実施時期を決定し、担当部署が実施する。 

図５ 大学国際化・グローバル人材育成推進委員会 

本構想の実施・達成状況は、本学全体の評価体制の中の教学部門の評価を担当する、大学点検･評価分

科会により年 1回の学内評価を受ける。また、受益者および外部の目から評価・改善を図るための学生や

外部有識者による評価のためには、国際交流活動に関連する学生を選任して本構想に対する意見聴取を実

施し、この結果を含めて上記の大学点検･評価分科会の下位組織である大学外部評価委員会で、3 年目と

終了時に外部評価を実施する予定である。上記組織図の中の学生ボードは、本学のグローバル人材育成教

育に関する意見を適宜委員会に提示するとともに、外部評価への意見提示を行なうものとする。 

取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先

導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。 

 取組を通じて得られた成果について、本取組の WEB サイトに日本語及び外国語で公表する。 

 毎年学内において、本取組への参加学生の報告会を開催し、他学生に対する留学･インターンシップ・

各種研修への動機付けとする。この報告会の発表内容を報告集にまとめる。また参加者相互の情報交

換のためのレセプションを実施する。 

 3年目と 5年目には、学外者も含めたシンポジウムにて、本取組の成果および他大学の事例に関する

講演などを行ない、他大学の取組との交流や、学生・産業界等への成果の普及を図るものとする（広

報用にチラシ作成）。このシンポジウムには国内のこの分野の専門家を招聘し講演をお願いする。こ

れらの講演内容は報告集にまとめる。また参加者相互の情報交換のためのレセプションを実施する。 

学 長

委員長
副委員長

工学部長

教育開発本部
＋英語科目教員

学術情報センター

教育イノベーション
推進センター

学事部

基幹業務
システム課

連携推進部

国際交流課 国際交流
センター

留学、インターンシップ
課外英語プログラム
海外大学との連携

PDCAサイクル構築
(教育の質保証）
FD/SD計画・実施

e-ラーニング
システム構築

語学力育成カリキュラム
構築、定着

留学生増加、海外留学増加、グローバル教育力向上、教員･職員英語力向上、学内文書の英語化、成果の公表

大学点検・評価分科会（毎年の内部評価・改善）

大学外部評価委員会（外部評価）

チャレンジSIT90作戦推進室 （全学戦略との整合）

事務局：国際交流課、学長室

学生ボード
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

【構想実施に向けた準備状況】 

図 1（p19）に示す本構想の実施予定項目中、下記の項目が既に準備に入っている。 
 学習･教育到達目標改善、PBL マニュアル･ルーブリック整備、電子ラーニングポートフォリオシステ

ム（電子 LPS）整備、は、本年度新設された教育イノベーション推進センターの推進項目としてあげ
られ、担当者による準備が始まっている。 

 人間力テスト PROG は平成 23 年度に大学院システム理工学専攻で試行し、学生のコンピテンシー評

価に有効な事が示されている。今後はこれを工学部内の全学生、全学年に広げる予定である。 
 教員留学制度は、工学部で検討を開始している。 
 UCI サマーセッションの平成 24 年度の計画は固まり、実施を待つばかりである。 
 ESP 科目については、その前身である工学英語科目が一部の学生を対象に既に開設されている。 
 専門科目の一部英語化は、工学部の３学科で実施されている。 
 SEATUC 協定校への学生派遣は、昨年度は８名送っており、協定校との交渉体制もできている。 

 海外インターンシップは、昨年度は本学独自に９名送っているが、今後は斡旋業者と共同してさらに
増加させることを計画中。 

 TOEIC テストは現在ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄのために工学部の全学生に受けさせている。今後はこれを他学年に
も広げる予定である。 

【平成２４年度】 

 学習･教育到達目標改善：教育イノベーション推進センターでの改善検討 
 PBL マニュアル･ルーブリック整備：教育イノベーション推進センターでの整備 
 アクティブラーニング（AL）教室：教育イノベーション推進センター仕様検討 
 教務・事務関係書類英語化：要英語化書類リストアップ、英語化計画立案、英語化実施。翻訳スタッ

フ雇用 
 電子 LPS：学術情報センターで整備、教育イノベーション推進センター主導で各学科が試用 
 人間力テスト PROG /TOEIC テスト：期末に全学年実施 
 教員留学制度：工学部で検討；職員海外研修：実施 
 UCI サマーセッション：計画立案 
 大学調査：国内２校、韓国 

 国内外への教育情報発信：既存のホームページ（HP）改訂検討。本事業の HP、パンフレット作成。
HP スタッフ雇用 

 ESP 科目：工学英語科目の内容検討、履修学科拡大策の検討 
 e-ラーニング利用ホームワーク：仕様検討 
 専門科目の一部英語化：現在実施中の学科の成果の検討 
 SEATUC 協定校への学生派遣：来年度派遣についての協定校との打ち合わせ 

 海外インターンシップ：派遣及び更なる派遣先企業開拓。インターンシップ業務スタッフ雇用 
プログラム報告会：実施（レセプションを含む）、報告集の作成 

【平成２５年度】 

 学習･教育到達目標改善：教育イノベーション推進センターでの改善検討 
 PBL マニュアル･ルーブリック整備：教育イノベーション推進センターでの整備 
 AL 教室：整備（1教室） 
 教務・事務関係書類英語化：実施。翻訳スタッフ雇用 
 国際交流プログラムの強化：国際交流スタッフ雇用 
 電子 LPS：教育イノベーション推進センター主導で各学科が試用･改善 

 人間力テスト PROG/ TOEIC テスト：ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ時に１年生のみ実施。年度末に全学年実施 
 教員留学制度：工学部で検討；職員海外研修：実施 
 UCI サマーセッション：計画打ち合わせ 
 PBL の FD：整備中のマニュアルを使用して試行 
 大学調査：国内２校、シンガポール 
 国内外への教育情報発信：既存の HP 改訂。本事業の HP、パンフレットの英文化。HP スタッフ雇用 

 ESP 科目：工学英語科目の内容検討、履修学科拡大策の検討 
 e-ラーニング利用ホームワーク：導入･試行 
 専門科目の一部英語化：現在実施中の学科の成果の検討、実施科目の拡大 
 SEATUC 協定校への学生派遣：派遣試行、来年度派遣についての協定校との打ち合わせ 
 海外インターンシップ：派遣及び更なる派遣先企業開拓。インターンシップ業務スタッフ雇用 
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 グローバル教育向上のためのセミナー（国内・国外）：招聘実施 
 プログラム報告会：実施（レセプションを含む）、報告集の作成 

【平成２６年度】 
 学習･教育到達目標改善：改善結果を文書化、学生等に周知 
 PBL マニュアル･ルーブリック整備：教育イノベーション推進センターでの整備 
 AL 教室：整備（1教室）、ＰＢＬで使用 
 教務・事務関係書類英語化：実施。翻訳スタッフ雇用 
 国際交流プログラムの強化：国際交流スタッフ雇用 
 電子 LPS：教育イノベーション推進センター主導で各学科が試用･改善 
 人間力テスト PROG /TOEIC テスト：ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ時に１年生のみ実施。年度末に全学年実施。  
 教員留学制度：工学部で検討；職員海外研修：実施 
 UCI サマーセッション：実施及び次年度に向け計画打ち合わせ。 
 PBL の FD：整備中のマニュアルを使用して試行 
 大学調査：国内２校、インドネシア 
 国内外への教育情報発信：既存の HP 改訂、英語化。本事業の HP、パンフレットのアップデート。

HP スタッフ雇用 
 ESP 科目：工学英語科目の内容検討、履修学科拡大 
 e-ラーニング利用ホームワーク：試行、履修学生の拡大 
 専門科目の一部英語化：実施科目の拡大 
 SEATUC 協定校への学生派遣：派遣試行、来年度派遣についての協定校との打ち合わせ。 
 海外インターンシップ：派遣及び更なる派遣先企業開拓。インターンシップ業務スタッフ雇用 
 成果公表シンポジウム：中間成果発表会開催（レセプションを含む）、チラシ、報告集の作成 
 外部評価委員会：実施 

グローバル教育向上のためのセミナー（国内・国外）：招聘実施 

【平成２７年度】 
 学習･教育到達目標改善：改善結果を文書化、学生等に周知 
 PBL マニュアル･ルーブリック整備：教育イノベーション推進センターで使用結果に基づき改善 
 AL 教室：整備（1教室）、ＰＢＬで使用 
 教務・事務関係書類英語化：実施。翻訳スタッフ雇用 
 国際交流プログラムの強化：国際交流スタッフ雇用 
 電子 LPS：各学科で実用 
 人間力テスト PROG/ TOEIC テスト：ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ時に１年生のみ実施。年度末に全学年実施 
 教員留学制度：一部学科で試行；職員海外研修：実施 
 UCI サマーセッション：実施及び次年度に向け計画打ち合わせ 
 PBL の FD：マニュアルを使用して実施 
 国内外への教育情報発信：本事業の HP、パンフレットのアップデート。HP スタッフ雇用 
 ESP 科目：実施拡大 
 e-ラーニング利用ホームワーク：実施拡大 
 専門科目の一部英語化：実施科目の拡大 
 SEATUC 協定校への学生派遣：派遣試行、来年度派遣についての協定校との打ち合わせ 
 海外インターンシップ：派遣及び更なる派遣先企業開拓。インターンシップ業務スタッフ雇用 
 グローバル教育向上のためのセミナー（国内・国外）：招聘実施 

 プログラム報告会：実施（レセプションを含む）、報告集の作成 
インドネシア、タイサテライトオフィス：開設。現地スタッフ雇用 

【平成２８年度】 
 学習･教育到達目標改善：改善結果を文書化、学生等に周知 
 PBL マニュアル･ルーブリック整備：教育イノベーション推進センターで使用結果に基づき改善 
 AL 教室：整備（1教室）、ＰＢＬで使用 
 教務・事務関係書類英語化：実施。翻訳スタッフ雇用 
 国際交流プログラムの強化：国際交流スタッフ雇用 
 電子 LPS：各学科で実用 
 人間力テスト PROG /TOEIC テスト：ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ時に１年生のみ実施。年度末に全学年実施。 
 教員留学制度：一部学科で試行；職員海外研修：実施 
 UCI サマーセッション：実施及び次年度に向け計画打ち合わせ 
 PBL の FD：マニュアルを使用して実施 
 国内外への教育情報発信：既存の HP 改訂、英語化。本事業の HP、パンフレットのアップデート。

HP スタッフ雇用 
 ESP 科目：実施拡大 
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 e-ラーニング利用ホームワーク：実施拡大。 
 専門科目の一部英語化：実施科目の拡大。 
 SEATUC 協定校への学生派遣：派遣試行、来年度派遣についての協定校との打ち合わせ。 
 海外インターンシップ：派遣。インターンシップ業務スタッフ雇用。 
 成果公表シンポジウム：中間成果発表会開催（レセプションを含む）、チラシ、報告集の作成。 
 外部評価委員会：実施 
 グローバル教育向上のためのセミナー（国内・国外）：招聘実施。 
 インドネシア、タイサテライトオフィス：開設。現地スタッフ雇用。 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 人間力テスト PROG/ TOEIC テスト：本学予算で継続実施  

 教員留学制度：本学予算で継続実施；職員海外研修：本学予算で継続実施 

 UCI サマーセッション：継続実施  

 PBL の FD：継続実施 

 国内外への教育情報発信:アップデート継続実施 

 ESP 科目：継続実施  

 英語ホームワーク：本学で期間中に自主教材を開発して継続する 

 専門科目の一部英語化：工学部各学科で２科目以上実施 

 SEATUC 協定校への学生派遣：派遣継続 

 海外インターンシップ：派遣継続 

 プログラム報告会：継続実施 

 グローバル教育向上のためのセミナー（国内・国外）：継続実施 
 外部評価委員会：実施 

 インドネシア、タイサテライトオフィス：継続予定 

 工学部における本構想の成果を、教育イノベーション推進センターと下記の国際センターを中心

として、他学部に敷衍する。 

 本構想は図 5（p35）に示すように、学長の下に新たに全学組織として発足する「大学国際化・グ

ローバル人材育成推進委員会」が統括・推進するが、事業終了後は本構想の成果を踏まえ、この

全学委員会を、全学の国際化戦略の中心となる「国際センター」に発展させ、その戦略のもとで

全ての部署が教職協働で本学のグローバル化を一元的に推進できるようにすることを計画する。 

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。 

【物品費】 

 財政支援期間内に、必要な設備備品は整備する方針で事業を展開する。支援期間終了後は新たな設備備

品は不要である。消耗品等は自主財源での手当が可能である。 

【人件費・謝金】 

 翻訳スタッフ、インターンシップ業務スタッフ、ホームページスタッフ、インドネシアオフィススタッ

フ、タイオフィススタッフは本事業実施に際し必要なものである。期間後の継続雇用については、期間中

に検討する。継続が必要と認められた場合は、期間後自主財源で手当できるよう期間内に学内での予算化

を進める。 

【旅費】 

 インターンシップ派遣先の開拓や先進的大学での調査は、財政支援期間終了前に完了予定。東南アジア

協定校への学生の派遣については、日常的には TV会議システムを活用することにより学生支援や交流の

継続発展に努めていくが、当然現地に赴くことは必要である。財政支援期間終了後は、自主財源で手当て

できるよう、期間内に学内での予算化を進める。 
【その他】 

 各種テスト（TOEIC、PROG）およびプログラム参加者報告会は、財政支援期間終了後も、継続的に

実施する予定。自主財源で手当てできるよう期間内から学内での予算化を進める。インドネシア、タイオ

フィスについても期間内での予算化を進める。 
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様式７
支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

＜平成２４年度＞
経　費　区　分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］
①設備備品費
・
②消耗品費
・
［人件費・謝金］ 10,500 10,500
①人件費 10,500 10,500
・翻訳ｽﾀｯﾌ（1人×7ヶ月×@500千円） 3,500 3,500 p20 様式1 9行目

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ業務ｽﾀｯﾌ（1人×7ヶ月×@500千円） 3,500 3,500 p30 様式4 26行目

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｽﾀｯﾌ（1人×7ヶ月×@500千円） 3,500 3,500 p20 様式1 9行目

②謝金
・
［旅費］ 9,015 860 9,875
・国外旅費（打合せ） 3,186 3,186 p30 様式4 16行目

・国外旅費（新規開拓） 3,186 3,186 p30 様式4 26行目

・国外旅費（調査） 1,663 1,663 p27 様式3 6行目

・国外旅費（職員研修） 860 860 p21 様式1 33行目

・国内旅費（他大学調査） 980 980 p27 様式3 10行目

［その他］ 25,260 450 25,710
①外注費 24,960 24,960
・TOEICﾃｽﾄ費（4800人×@2.8千円） 13,440 13,440 p33 様式5 12行目

・PROGﾃｽﾄ費（4800人×@2.4千円） 11,520 11,520 p23 様式2 26行目

②印刷製本費 200 200
・参加者報告会資料製本費（100部×@2千円） 200 200 p35 様式6 14行目

③会議費 100 100
・参加者報告会ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ飲食費 100 100 p35 様式6 15行目

④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費） 450 450
・職員研修費（1人×@450千円） 450 450 p21 様式1 33行目

平成２４年度 合計 44,775 1,310 46,085

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバ
ル人材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募
要領参照。)【年度ごとに１ページ】

記載例  ：教材印刷費　　　○○○千円
　　　　　　　　       ○○部×＠○○○円
　　　　　 ：謝金　 　　　　 ○○○千円
　　　　　　　  　　　○○人×＠○○○円
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（前ページの続き） （単位：千円）
＜平成２５年度＞
経　費　区　分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］ 18,900 18,900
①設備備品費 18,900 18,900
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ教室設置費（1部屋） 18,900 18,900 p23 様式2 36行目

②消耗品費
・
［人件費・謝金］ 24,320 24,320
①人件費 24,000 24,000
・翻訳ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ業務ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p30 様式4 26行目

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・国際交流ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p21 様式1 20行目

②謝金 320 320  
・国外招聘者（2人×50千円） 100 100 p27 様式3 12行目

・国内招聘者（11人×20千円） 220 220 p24 様式2 46行目

［旅費］ 12,692 860 13,552
・国外旅費（打合せ） 3,186 3,186 p30 様式4 16行目

・国外旅費（新規開拓） 4,333 4,333 p30 様式4 26行目

・国外旅費（調査） 1,913 1,913 p27 様式3 6行目

・国外旅費（職員研修） 860 860 p21 様式1 33行目

・国内旅費（他大学調査） 980 980 p27 様式3 10行目

・国外招聘旅費 1,730 1,730 p27 様式3 12行目

・国内招聘旅費 550 550 p24 様式2 46行目

［その他］ 34,911 3,616 38,527
①外注費 34,611 3,166 37,777
・TOEICﾃｽﾄ費（4800人×@2.8千円等） 13,440 3,166 16,606 p33 様式5 12行目

・PROGﾃｽﾄ費（6000人×@2.4千円） 14,400 14,400 p23 様式2 26行目

・ﾎｰﾑﾜｰｸ教材費（E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ) 6,771 6,771 p34 様式5 25行目

②印刷製本費 200 200
・参加者報告会資料製本費（100部×@2千円） 200 200 p35 様式6 14行目

③会議費 100 100
・参加者報告会ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ飲食費 100 100 p35 様式6 15行目

④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費） 450 450
・職員研修費（1人×@450千円） 450 450 p21 様式1 33行目

平成２５年度 合計 90,823 4,476 95,299

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き） （単位：千円）
＜平成２６年度＞
経　費　区　分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］ 18,900 18,900
①設備備品費 18,900 18,900
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ教室設置費（1部屋） 18,900 18,900 p23 様式2 36行目

②消耗品費
・
［人件費・謝金］ 24,610 24,610
①人件費 24,000 24,000
・翻訳ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ業務ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p30 様式4 26行目

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・国際交流ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p21 様式1 20行目

②謝金 610 610
・国外招聘者（2人×50千円） 100 100 p27 様式3 12行目

・国内招聘者（13人×20千円） 260 260 p24 様式2 46行目

・外部評価委員（5人×50千円） 250 250 p35 様式6 9行目

［旅費］ 13,042 860 13,902
・国外旅費（打合せ） 3,186 3,186 p30 様式4 16行目

・国外旅費（新規開拓） 4,333 4,333 p30 様式4 26行目

・国外旅費（調査） 1,913 1,913 p27 様式3 6行目

・国外旅費（職員研修） 860 860 p21 様式1 33行目

・国内旅費（他大学調査） 980 980 p27 様式3 10行目

・国外招聘旅費 1,730 1,730 p27 様式3 12行目

・国内招聘旅費 650 650 p24 様式2 46行目

・国内旅費（外部評価委員） 250 250 p35 様式6 9行目

［その他］ 37,740 3,616 41,356
①外注費 35,040 3,166 38,206
・TOEICﾃｽﾄ費（4800人×@2.8千円等） 13,440 3,166 16,606 p33 様式5 12行目

・PROGﾃｽﾄ費（6000人×@2.4千円） 14,400 14,400 p23 様式2 26行目

・ﾎｰﾑﾜｰｸ教材費（E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ) 1,200 1,200 p34 様式5 25行目

・UCIｻﾏｰｾｯｼｮﾝ実施費 6,000 6,000 p27 様式3 24行目

②印刷製本費 2,400 2,400
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾁﾗｼ（2000部×@0.2千円） 400 400 p35 様式6 17行目

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ報告書製本費（1000部×@2千円） 2,000 2,000 p35 様式6 18行目

③会議費 300 300
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾚｾﾌﾟｼｮﾝ飲食費 300 300 p35 様式6 19行目

④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費） 450 450
・職員研修費（1人×@450千円） 450 450 p21 様式1 33行目

平成２６年度 合計 94,292 4,476 98,768

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き） （単位：千円）
＜平成２７年度＞
経　費　区　分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］ 18,900 18,900
①設備備品費 18,900 18,900
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ教室設置費（1部屋） 18,900 18,900 p23 様式2 36行目

②消耗品費
・
［人件費・謝金］ 29,120 29,120
①人件費 28,800 28,800
・翻訳ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ業務ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p30 様式4 26行目

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・国際交流ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p21 様式1 20行目

・ﾀｲｵﾌｨｽｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

②謝金 320 320
・国外招聘者（2人×50千円） 100 100 p27 様式3 12行目

・国内招聘者（11人×20千円） 220 220 p24 様式2 46行目

［旅費］ 6,614 860 7,474
・国外旅費（打合せ） 3,186 3,186 p30 様式4 16行目

・国外旅費（新規開拓） 1,148 1,148 p30 様式4 26行目

・国外旅費（職員研修） 860 860 p21 様式1 33行目

・国外招聘旅費 1,730 1,730 p27 様式3 12行目

・国内招聘旅費 550 550 p24 様式2 46行目

［その他］ 41,340 3,616 44,956
①外注費 36,240 3,166 39,406
・TOEICテスト費（4800人×@2.8千円等） 13,440 3,166 16,606 p33 様式5 12行目

・PROGテスト費（6000人×@2.4千円） 14,400 14,400 p23 様式2 26行目

・ﾎｰﾑﾜｰｸ教材費（E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ) 2,400 2,400 p34 様式5 25行目

・UCIｻﾏｰｾｯｼｮﾝ実施費 6,000 6,000 p27 様式3 24行目

②印刷製本費 200 200
・参加者報告会資料製本費（100部×@2千円） 200 200 p35 様式6 14行目

③会議費 100 100
・参加者報告会ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ飲食費 100 100 p35 様式6 15行目

④通信運搬費
・
⑤光熱水料
・
⑥その他（諸経費） 4,800 450 5,250
・職員研修費（1人×@450千円） 450 450 p21 様式1 33行目

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｵﾌｨｽ費（12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

・ﾀｲｵﾌｨｽ費（12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

平成２７年度 合計 95,974 4,476 100,450

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き） （単位：千円）
＜平成２８年度＞
経　費　区　分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］ 18,900 18,900
①設備備品費 18,900 18,900
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ教室設置費（1部屋） 18,900 18,900 p23 様式2 36行目

②消耗品費
　・
［人件費・謝金］ 29,410 29,410
①人件費 28,800 28,800
・翻訳ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ業務ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p30 様式4 26行目

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p20 様式1 9行目

・国際交流ｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@500千円） 6,000 6,000 p21 様式1 20行目

・ﾀｲｵﾌｨｽｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｽﾀｯﾌ（1人×12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

②謝金 610 610
・国外招聘者（2人×50千円） 100 100 p27 様式3 12行目

・国内招聘者（13人×20千円） 260 260 p24 様式2 46行目

・外部評価委員（5人×50千円） 250 250 p35 様式6 9行目

［旅費］ 4,775 860 5,635
・国外旅費（打合せ） 2,295 2,295 p30 様式4 16行目

・国外旅費（職員研修） 860 860 p21 様式1 33行目

・国外招聘旅費 1,730 1,730 p27 様式3 12行目

・国内招聘旅費 650 650 p24 様式2 46行目

・国内旅費（外部評価委員） 100 100 p35 様式6 9行目

［その他］ 46,140 3,616 49,756
①外注費 38,640 3,166 41,806
・TOEICテスト費（4800人×@2.8千円等） 13,440 3,166 16,606 p33 様式5 12行目

・PROGテスト費（6000人×@2.4千円） 14,400 14,400 p23 様式2 26行目

・ﾎｰﾑﾜｰｸ教材費（E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ) 4,800 4,800 p34 様式5 25行目

・UCIｻﾏｰｾｯｼｮﾝ実施費 6,000 6,000 p27 様式3 24行目

②印刷製本費 2,400 2,400
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾁﾗｼ（2000部×@0.2千円） 400 400 p35 様式6 17行目

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ報告書製本費（1000部×@2千円） 2,000 2,000 p35 様式6 18行目

③会議費 300 300
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾚｾﾌﾟｼｮﾝ飲食費 300 300 p35 様式6 19行目

④通信運搬費
　・
⑤光熱水料
　・
⑥その他（諸経費） 4,800 450 5,250
・職員研修費（1人×@450千円） 450 450 p21 様式1 33行目

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｵﾌｨｽ費（12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

・ﾀｲｵﾌｨｽ費（12ヶ月×@200千円） 2,400 2,400 p31 様式4 32行目

平成２８年度 合計 99,225 4,476 103,701

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）
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様式８

（大学名：芝浦工業大学）（申請区分：特色型）

他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
　当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

事業名：イノベーションシステム整備事業
大学等産学官連携自立化促進プログラム（機能強化支援型）
「特色ある優れた産学官連携活動の推進」
教員のみならずそのサポート下に本学学生も含めた体系にて、企業等学外機関と共に共同研究
やインターンシップ、産学官連携イベントなどの産学官連携活動をより一層広く深く推進する
ことで、知的財産などの成果の創出はもちろんのこと、それに留まらず、ものづくり立国であ
る日本のイノベーションを支える「実践型科学技術人材」の育成を目指している。

事業名：イノベーションシステム整備事業
地域イノベーション戦略支援プログラム（研究機能・産業集積高度化地域）
「首都圏西部スマートＱＯＬ（Quality of Life）技術開発地域」
首都圏西部地域のイノベーション戦略の方針をふまえ、地域が抱えるSQOLに関連する課題の解
決に取り組むと同時に、SQOL関連技術の開発を担う高度技術人材の育成を図る。具体的には、
さいたま市をはじめとする自治体や首都圏西部地域に拠点を置く金融機関との連携の下、地域
の企業等からSQOLに関連する技術テーマの提示を受け、本学研究室とのマッチングにより課題
を解決する。その際に本学学生の参加を促進し、共同研究や課題解決型インターンシップを通
じた高度技術人材の育成を図る。

事業名：戦略的研究基盤形成支援事業
各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを計画・申請
し、文部科学省が審査の上で選定を行い、当該プロジェクトを遂行するための研究拠点に対し
て、研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助するものであり、芝浦工業大学では、工学
（電気、化学、材料など）、生命化学等の分野で採択されている。平成２０～２４年度におい
て、７事業の採択を受けている。

事業名：平成24年度留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジット）（独立行政法
人日本学生支援機構）
１）短期交換留学プログラム（ASEAN・ヨーロッパ他）：本プログラムは、本学とASEAN及び
ヨーロッパ地域の協定大学双方の理工系分野を専攻する学生を、本人の専攻と同様の分野の研
究室に派遣・受入れし、約2ヶ月間、研究活動に従事させるもの。
２）短期留学受入プログラム（中国）：本プログラムは、中国の協定大学の理工系分野を専攻
する学生を本学に受入れ、本人の専攻と同様の分野の研究室にて、約3ヶ月間、研究活動に従
事させるもの。
３）アーキテクチャル・エクスチェンジワークショップ：本プログラムは、本学と協定大学の
建設系分野を専攻する学部生及び大学院生が、約1ヶ月間、共同で建築物の共同設計プロジェ
クトやフィールドワークを行うもの。
上記プログラムは、いずれも本学学生の海外協定大学派遣にあたり、学生の経済的負担軽減に
寄与するもので、本事業で計画する海外留学経験者数の拡大の一助となるものである。但し、
本制度はあくまでも学生個人に対して補助金を支給するものであるため、本事業との財政上の
重複はない。

事業名：平成24年度　大学の世界展開力強化事業（申請中）
本学とASEAN各国の工科系トップ大学との間で既に結成している東南アジア工科系大学コン
ソーシアム（South East Asian Technical University Consortium）を基盤として、質の保証
を伴った人材育成・人材循環のシステムへと発展させることを目的とした事業。本事業とは、
対象地域を東南アジアに限定している点で異なる。
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（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SEND の概要 

様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、「SEND」の実施を含む構想を策定

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語

指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SEND の概要】 

 該当無し。 

 

（ＳＥＮD における交流学生数） 

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

学生の派遣 人 人 人 人 人 

学生の受入 人 人 人 人 人 
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